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１９
２０

玄界環境組合告示第１号
平成27年玄界環境組合議会第１回定例会を次のとおり招集する。
平成27年２月10日
玄界環境組合
組合長 中村 隆象
１ 期 日
平成27年２月17日（火曜日）午後１時30分
２ 場 所
古賀市役所４階第１委員会室
──────────────────────────────
○開会日に応招した議員
吉田
安武
椛村
飯尾

益美君
研二君
公彦君
助広君

植木 隆信君
桐島
誠君
硴野九州男君
奴間 健司君

──────────────────────────────
○応招しなかった議員
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成27年 玄 界 環 境 組 合 議 会 第 １ 回 定 例 会 会 議 録
平成27年２月17日（火曜日）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議事日程（第１号）
平成27年２月17日 午後１時30分開会
日程第１ 議席の指定
日程第２ 会期の決定
日程第３ 会議録署名議員の指名
日程第４
日程第５
日程第６
日程第７

諸報告
議案第１号 福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について
議案第２号 平成２６年度玄界環境組合会計補正予算（第２号）について
議案第３号 平成２７年度玄界環境組合会計予算について

──────────────────────────────
本日の会議に付した事件
日程第１ 議席の指定
日程第２ 会期の決定
日程第３ 会議録署名議員の指名
日程第４ 諸報告
日程第５ 議案第１号 福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について
日程第６ 議案第２号 平成２６年度玄界環境組合会計補正予算（第２号）について
日程第７ 議案第３号 平成２７年度玄界環境組合会計予算について
──────────────────────────────
出席議員（８名）
吉田 益美君
植木 隆信君
安武 研二君
桐島
誠君
椛村 公彦君
硴野九州男君
飯尾 助広君
奴間 健司君
──────────────────────────────
欠席議員（なし）
──────────────────────────────
欠
員（なし）
──────────────────────────────
事務局出席職員職氏名
議会事務局長 藤井 巧一君
──────────────────────────────
説明のため出席した者の職氏名
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組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 中村 隆象君
副組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
副組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 小山 達生君
副組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
事務局長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 篠﨑 初雄君
総務課長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
総務課長補佐 ┄┄┄┄┄┄ 常岡 仁志君
会計管理者 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
代表監査委員 ┄┄┄┄┄┄ 熊野 君男君
古賀清掃工場場長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
宗像清掃工場場長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
古賀清掃工場場長補佐 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
宗像清掃工場場長補佐 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

谷井 博美君
長﨑 武利君
藤井 巧一君
川島
薫君
中村真一郎君
梶谷 博之君
管
英雄君
北﨑 光雄君

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後１時30分開会
〔出席議員８名〕
○議長（奴間 健司君） それでは、皆さん、こんにちは。ただいまから平成２７年玄界環境組
合議会第１回定例会を開会いたします。
議員定数８名中、ただいまの出席議員は８名であり、定足数に達しておりますので、議会は
成立いたしました。
直ちに本日の会議を開きます。
────────────・────・────────────
日程第１．議席の指定
○議長（奴間 健司君） 日程第１、議席の指定を行います。
会議規則第３条第２項の規定により、宗像市の植木隆信議員を２番に、福津市の椛村公彦議
員を５番に、同じく福津市の硴野九州男議員を６番に指定いたします。
ここで、新しく本組合議会の議員になられました宗像市の植木議員、福津市の椛村議員、同
じく硴野議員からご挨拶をいただきたいと思います。
まず、植木議員、お願いします。
○議員（２番 植木 隆信君） こんにちは。宗像市で社会常任委員長をしております植木と申
します。２年前にここで皆さんと一緒に論議をさせていただきました。よろしくお願いいたし
ます。
○議長（奴間 健司君） 続きまして、椛村議員、お願いします。
○議員（５番 椛村 公彦君） ２月２日に福津市議会の議長に就任いたしました椛村です。よ
ろしくお願いいたします。
○議長（奴間 健司君） 硴野議員、お願いします。
○議員（６番 硴野九州男君） 同じく、硴野九州男でございます。私も４年前か、ちょっと以
前、同じようにここで勉強させていただきました。どうぞ、新人でございますので、よろしく
ひとつお願いいたします。
○議長（奴間 健司君） ありがとうございました。
────────────・────・────────────
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日程第２．会期の決定
○議長（奴間 健司君） 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。本定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これに異議
ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 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。
────────────・────・────────────
日程第３．会議録署名議員の指名
○議長（奴間 健司君） 日程第３、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８７条の規定によって、１番、吉田益美議員、２番、植木隆
信議員、以上２名を指名いたします。
────────────・────・────────────
日程第４．諸報告
○議長（奴間 健司君） 日程第４、諸報告をいたします。
本日は、地方自治法第１２１条の規定により、議案等の説明のため出席を求めておりますの
は、組合長、副組合長、会計管理者、監査委員、その他関係担当職員でございます。
次に、監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、平成２６年度６月分か
ら９月分までの出納検査の結果報告書を受理しましたので、送付いたしております。
次に、組合長から第１回定例会招集に当たって、挨拶並びに報告事項があれば、お願いいた
します。
組合長。
○組合長（中村 隆象君） 本日は、平成２７年玄界環境組合議会第１回定例会を招集いたしま
したところ、議員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しい中、ご参集いただきまして、
まことにありがとうございます。
私は、昨年１１月の古賀市長選挙におきまして、多数の市民の皆様方のご支援をいただき、
古賀市長に就任いたしております。また、年頭の正副組合長会議において、互選により組合長
に選出されており、この重責を全うすべく全力で取り組む所存でありますので、議員の皆様に
もご協力を賜りますようお願い申し上げます。
さて、このたびの第１回定例会に提案いたしております議案は、退職手当組合規約の改正、
平成２６年度会計補正予算、平成２７年度当初予算の３議案であります。ご審議のほどよろし
くお願い申し上げまして、議会招集のご挨拶とさせていただきます。
次に、本日提案いたしております議案の説明を申し上げます。
議案第１号は、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の団体名名称変更に
伴う規約改正であります。
議案第２号は、平成２６年度玄界環境組合会計補正予算（第２号）であります。歳入歳出を
それぞれ１,２９５万円増額し、総額４６億１,４９９万８,０００円とするものです。
議案第３号は、平成２７年度玄界環境組合会計当初予算であります。歳入歳出それぞれ総額
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４５億７,４６４万５,０００円となっており、平成２６年度当初予算と比べると、１,９３７
万４,０００円の増額となります。
以上が、上程する議案の概要であります。
議員の皆様におかれましては、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げま
す。
○議長（奴間 健司君） 以上で、組合長の挨拶並びに報告事項を終わります。
────────────・────・────────────
日程第５．議案第１号 福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について
○議長（奴間 健司君） 日程第５、議案第１号福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更につ
いてを議題といたします。
事務局長に提案理由と内容の説明を求めます。
事務局長。
○事務局長（篠﨑 初雄君） それでは、議案第１号福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更
について説明いたします。
福岡県市町村職員退職手当組合の構成団体の一つである有明広域葬斎施設組合が、葬祭事業
単一の組合から、ごみ処理事務を加えた複合的一部事務組合に組織改編することに伴い、その
名称を有明生活環境施設組合に変更することに伴う一部改正となります。
この規約の施行期日につきましては、平成２７年４月１日から施行するというものでござい
ます。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長（奴間 健司君） これより質疑に入ります。何かございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立７／７名〕
○議長（奴間 健司君） 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決されま
した。
────────────・────・────────────
日程第６．議案第２号 平成２６年度玄界環境組合会計補正予算（第２号）について
○議長（奴間 健司君） 日程第６、議案第２号平成２６年度玄界環境組合会計補正予算（第２
号）についてを議題といたします。
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事務局長に提案理由と内容の説明を求めます。
事務局長。
○事務局長（篠﨑 初雄君） それでは、議案第２号、平成２６年度玄界環境組合会計補正予算
（第２号）について説明いたします。少し長くなりますので、座って説明をさせていただきま
す。
今回の補正は、基本的に予算の整理補正となっております。既定の歳入歳出予算の総額にそ
れぞれ１,２９５万円を増額し、歳入歳出予算総額を４６億１,４９９万８,０００円とするも
のです。
歳出のほうから主なものの説明をいたします。１３、１４ページをお願いいたします。
２款１項１目一般管理費、補正前の額に２,８４７万円増額し、９,７０３万９,０００円と
するものでございます。
２節給料、３節職員手当等、４節共済費、１１節需用費、１３節委託料において減額するも
のです。
２５節積立金については、２,９７８万２,０００円増額するものです。これは、３款２項古
賀清掃工場じん芥処理費の不用額を積み立てるものです。
３款１項１目処分場管理費、補正前の額から２４万４,０００円減額し、１,３４８万
７,０００円とするものです。
１３節委託料において、処分場周辺環境調査委託の入札残及び植栽管理委託の執行残を減額
するものです。
１５、１６ページをお願いいたします。
２項古賀清掃工場じん芥処理費１目じん芥処理総務費、補正前の額から１,００３万５,０００
円減額し、２億２,７２６万３,０００円とするものです。減額の主なものは、１１節需用費の
電気料において、ボイラー・タービンの開放点検を行ったことで発電効率が向上した結果、買
電が減となり７１７万６,０００円、１３節委託料の環境モニタリング調査委託における入札
残２０２万４,０００円の減額です。
２目可燃物処理費、補正前の額から１,６６４万８,０００円減額し、９億８,２８５万
３,０００円とするものです。これは、１１節需用費の燃料費において、１０月定例会で
１,２６５万７,０００円の増額補正を可決いただきましたが、１１月以降、原油価格の下落を
受け入札価格が低下しましたので、ほぼ同額の１,２６８万７,０００円を減額するものです。
１３節委託料の清掃灰処理委託において、予定より清掃灰が発生しなかったため、３９６万
１,０００円を減額するものです。
３目不燃物処理費、補正前の額から５３万６,０００円減額し、１億８８４万３,０００円と
するものです。減額の主なものは、１３節委託料の不燃物・処理困難物等処理委託において、
契約単価の減により３５万８,０００円減額するものです。
３項宗像清掃工場じん芥処理費１目じん芥処理総務費、補正前の額から２８５万２,０００
円減額し、１億９,４８３万６,０００円とするものでございます。
１７、１８ページをお願いいたします。
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主なものは、１３節委託料の環境調査等委託の入札残１６０万円及び施設警備委託の入札残
７０万円の減額と１５節工事請負費５７万５,０００円の増額です。
増額の工事請負費につきましては、安全パトロールで指摘を受けましたガス化棟３カ所に安
全対策用の庇を設置するものございます。
２目可燃物処理費、補正前の額に１,５１９万５,０００円増額し、７億４,８８０万３,０００
円とするものでございます。
主なものは、１１節需用費、消耗品費４００万円の増、これは２炉操業の増加に伴う炉前資
材の購入が増えたことによるものです。燃料費６８０万円の減は、コークスの購入契約の単価
減に伴う執行残によるものです。
１３節委託料、施設定期整備等委託１,２１９万５,０００円の増は、保守整備により新たに
整備が必要と判明したことによるものでございます。飛灰処理委託６３０万円の増は、固化灰
処理の増加によるものです。
３目不燃物処理費、補正前の額から４０万円減額し、１億９０６万４,０００円とするもの
でございます。これは、１３節委託料の不燃物・処理困難物等処理委託の契約単価の減による
ものです。
１９、２０ページをお願いいたします。
以上、歳出合計４６億１,４９９万８,０００円でございます。
続きまして、歳入の説明をいたします。
戻っていただきまして、１１、１２ページをお願いいたします。
２款１項１目ごみ処理場使用料、補正前の額から３５０万円減額し、１億８,６４６万
６,０００円とするものでございます。これは、宗像市の汚泥搬入量が見込み量より減少した
ためでございます。
４款１項１目財政調整基金繰入金、補正前の額から４６１万５,０００円減額し、６,８７６
万５,０００円とするものでございます。これは、本部及び古賀清掃工場の財政調整基金を今
回の補正予算の調整として繰り入れを減額するものです。
宗像清掃工場の財政調整基金については、今回の補正予算の財源として、新たに６９９万
８,０００円を繰り入れるものです。
６款１項１目雑入、補正前の額に２,１０６万５,０００円増額し、１億４,０５１万６,０００
円とするものでございます。
２節古賀清掃工場雑入は、１,２６２万円の増。主な理由といたしまして、有価物売却益は
予算計上単価より単価増のため５２２万３,０００円の増、電力売却益は歳出で説明いたしま
したとおり、発電効率の向上により７１７万円の増でございます。
３節宗像清掃工場雑入は、古賀工場と同様の理由により、有価物売却益が８００万円の増、
全体として８４４万５,０００円の増となっております。
以上、歳入合計４６億１,４９９万８,０００円とするものでございます。
以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長（奴間 健司君） これより質疑に入ります。
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○議員（１番 吉田 益美君） 全般でいいんですか。
○議長（奴間 健司君） 全般で結構です。
吉田議員。
○議員（１番 吉田 益美君） １８ページの可燃物処理のところの１３節の委託料、これをも
う少し詳しく説明をお願いいたします。１,８４９万５,０００円補正する内容をもう少し詳し
く。
○議長（奴間 健司君） 宗像工場長。
○宗像清掃工場場長（梶谷 博之君） 今回、補正をお願いするのは、施設の保守整備と灰処理
の委託でございます。施設の保守整備の内訳でございますが、今回２カ所ありまして、１カ所
が直流無停電電源装置、この交換が１,０００万円、それから灰処理装置の設備の補修、これ
が２６０万円となっております。
この無停電電源装置といいますのは、工場の稼働状況を制御するうちの監視装置が直流電源
であるため、予備電源として配置しております。内容につきましては、蓄電池４８個と制御部
品の交換でございます。今の装置は耐用年数が１０年としておりますが、現在１２年間使って
まいりました。しかし、日常点検で不良箇所が多くなりまして、今回交換をするものでござい
ます。
それから、灰処理装置の整備につきましては、平成２７年度につきましては、灰をキレート
処理する必要がございます。そういったことで、今回、この整備もあわせてするものでござい
ます。
それから、次の灰処理の委託のことでございます。これは、現在、工場の最終処分場に平成
１７年度までに発生した飛灰約２,２００トンほどを保管しております。これにつきましては、
最終処分場の延命ということから、本年度から年次計画的に排出をしておりましたが、今回、
受け入れ先のほうが追加で１００トンほどの受け入れが可能となりましたので、その処理費を
計上しております。
○議長（奴間 健司君） 吉田議員。
○議員（１番 吉田 益美君） まず、施設の分はバッテリー交換ということで理解していいで
しょうか。
それと、次の灰処理は、今まで１７年度までの蓄積の分ということで、今後、今から少しず
つこのように排出していくものでしょうか。
この２点、すみません。
○議長（奴間 健司君） 宗像清掃工場場長。
○宗像清掃工場場長（梶谷 博之君） 直流無停電電源装置につきましては、主にバッテリーの
交換４８個でございます。大型のバッテリーで非常に単価が高うございます。そういったこと
で、金額が張っております。
それから、最終処分場の灰につきましては、セメントで処理をしてる関係で、本来は、埋め
立て処理ということで、入れとったんですが、最終処分場の容量が５カ年分しかありません。
今、もう３年分入れておりますので、そういった施設の延命を兼ねまして、年次的に今から出
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してまいります。
○議長（奴間 健司君） よろしいですか。
○議員（１番 吉田 益美君） はい。
○議長（奴間 健司君） ほかにございませんか。
植木議員。
○議員（２番 植木 隆信君） 歳入の１２ページをお願いします。
財政調整基金の繰入金の関係なんですが、現在、どれだけの財政調整基金が古賀工場、宗像
工場で積み立てられているのかということを、まず一つお聞きしたいと思います。
○議長（奴間 健司君） 総務課長。
○総務課長（藤井 巧一君） 基金の積み立て状況ですけど、本年１月末の基金の状況ですけど、
本部につきましては１億３,８０６万７,２６６円、閉鎖及び埋立物再処分基金につきましては
３億６,３３３万９,０６８円、古賀清掃工場の部分につきましては４億８,９６２万４,７４７
円、宗像清掃工場財政調整基金につきましては４億５,３１２万９,６４２円です。
なお、監査委員さんからの例月の報告書の一番おしりのほうに、基金の９月末ですけど、９
月末の状況は記載されていると思います。
○議長（奴間 健司君） 植木議員。
○議員（２番 植木 隆信君） この基金についてもですね、こういった状況だというのはわか
っていたんですけれども、基本的には、どういった内容でこの基金を活用していくのかという
ことについて、基金の活用方針、それがわかれば教えてもらいたい。
○議長（奴間 健司君） 総務課長。
○総務課長（藤井 巧一君） 本部の財調につきましては、平成２６、２７、２８年度、この３
年間で４,３００万円ずつ入れて、約１億３,０００万円ですけど、それを入れて構成市町の分
担金を軽減する予定にしております。
工場の部分につきましては、大きな事故の場合の財源として保留をしておくと。かなりちょ
っとたまってきましたので、状況に応じて、構成市町の分担金軽減のために繰り入れを行って
いくというふうに考えております。
○議長（奴間 健司君） ほかにございませんか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） それでは、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立７／７名〕
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○議長（奴間 健司君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決されま
した。
────────────・────・────────────
日程第７．議案第３号 平成２７年度玄界環境組合会計予算について
○議長（奴間 健司君） 日程第７、議案第３号平成２７年度玄界環境組合会計予算についてを
議題といたします。
事務局長に提案理由と内容の説明を求めます。
事務局長。
○事務局長（篠﨑 初雄君） 議案第３号、平成２７年度玄界環境組合会計予算について説明を
いたします。少し長くなりますので、座って説明をさせていただきます。
予算書、表紙の次のページをお願いいたします。条文を朗読いたします。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
平成２７年度玄界環境組合会計予算
平成２７年度の玄界環境組合会計予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４５億７,４６４万５,０００円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。
（歳出予算の流用）
第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額
を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に
過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
平成２７年２月１７日提出
玄界環境組合組合長 中村 隆象
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
事項別明細の歳出を先に説明いたします。８ページ、９ページをお願いいたします。
説明については、目ごとの予算額を申し上げました後に、事業区分別の説明欄の主な内容に
ついて説明をいたします。
１款１項１目議会費でございます。前年度より４万９,０００円減の９４万５,０００円を計
上しております。主なものは、９節旅費の定例会２回と臨時会２回の費用弁償と１３節委託料
の会議録作成委託でございます。
２款１項１目一般管理費、前年度より４７３万７,０００円増の６,８８３万９,０００円を
計上しております。増の主なものは、派遣職員負担金４７９万８,０００円でございます。職
員人件費（本部）３,４２７万７,０００円、組合職員４名分の２節給料、３節職員手当等、４
節共済費、１９節負担金、補助及び交付金でございます。一般管理事務費（本部）３,４５６
万２,０００円、主なものは、１節報酬５１万３,０００円については特別職の報酬でございま
す。
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１０ページ、１１ページをお願いいたします。
１１節需用費２１３万２,０００円、主にコピー用紙等に要する消耗品費６３万４,０００円、
本部事務所電気料１４２万８,０００円でございます。１３節委託料３４０万７,０００円、主
に各電算システム保守等委託２５８万２,０００円でございます。１４節使用料及び賃借料
３０５万５,０００円、主に電算システム使用料２６８万３,０００円、財務会計、人事給与、
文書管理、例規の各種電算システムの使用料でございます。
１９節負担金、補助及び交付金１,９９６万円、主に本部派遣職員２.３名分の給与負担金と
して１,９７９万８,０００円でございます。２５節積立金４３１万１,０００円は、財政調整
基金及び閉鎖基金の定期預金運用を行い、その利子収入を基金に積み立てるものでございます。
２７節公課費１５万６,０００円は、旧福間清掃工場に係る「公害健康被害の補償等に関する
法律」に基づく過去の汚染負荷量に対する賦課金でございます。
１２ページ、１３ページをお願いいたします。
２目閉鎖・再処分事業費、前年度より１１４万９,０００円増の３４２万４,０００円を計上
しております。１３節委託料２１２万４,０００円は旧福間清掃工場周辺の水質調査の委託料
でございます。１５節工事請負費１３０万円は旧福間清掃工場跡地の維持工事費であり、前年
度は工事を行っておりません。
２項１目監査委員費、前年度と同額の１２万７,０００円を計上しております。監査委員２
名の報酬及び費用弁償等でございます。
３款１項１目処分場管理費、前年度より９０万３,０００円減の１,２８２万８,０００円を
計上しております。主なものは、１３節委託料１,１８６万８,０００円については、手光最終
処分場周辺の環境調査等委託５９４万３,０００円、手光最終処分場等の地下水、浸出水等に
関する周辺環境の調査業務でございます。施設・整備管理等委託３２４万円は、旧福間工場及
び手光最終処分場の樹木剪定、草刈等の植栽管理委託でございます。施設・設備保守・整備等
委託１２０万５,０００円、手光最終処分場の水処理設備の保守点検委託料でございます。そ
の他委託料として１４８万円、池浦最終処分場の閉鎖を検討するための資料作成委託料でござ
います。
続きまして、２項古賀清掃工場じん芥処理費でございます。
１４ページ、１５ページをお願いいたします。
２項１目じん芥処理総務費、前年度より８７０万３,０００円減の２億２,８５９万５,０００
円を計上しております。職員人件費７,２４６万２,０００円、組合職員８名分の２節給料、３
節職員手当等、４節共済費、１９節負担金、補助及び交付金でございます。
清掃工場管理運営費（古賀清掃工場）１億５,６１３万３,０００円、主なものは、１節報酬
１０万２,０００円、環境委員会委員１０名分の報酬です。
２節給料、３節職員手当等、４節共済費については、ボイラー・タービン主任技術者と電気
主任技術者の常勤嘱託職員２名分に対するものでございます。
１１節需用費５,１７２万７,０００円、主なものは、工場内の蛍光灯、事務用品等の消耗品
費１３０万円、広報紙の発行、各種伝票等に要する印刷製本費１８０万円、電気料３,８３０

- 11 -

万９,０００円、水道料８５２万６,０００円でございます。１２節役務費３３９万７,０００
円は、電話料、郵便料、各種保険料でございます。
１６ページ、１７ページをお願いいたします。
１３節委託料７,１６６万３,０００円、主なものは、啓発・再生事業等委託１,１８６万
６,０００円、自転車・家具等の再生、再生展示棟の運営や各種環境教室の開催等に係る費用
でございます。環境調査等委託３,６４０万５,０００円、工場周辺の大気質、水質、土壌等の
環境調査及び工場に係るごみ質、排ガス、作業環境や機能検査等及び環境委員会審議資料の作
成、取りまとめ等に係る環境委員会支援委託でございます。施設・設備管理等委託１,１３６
万３,０００円、工場敷地内の植栽管理委託、施設清掃委託、警備委託でございます。施設・
設備保守・整備等委託１,１２４万２,０００円、エレベーター、自動ドア、空調設備、消防設
備、浄化槽等の保守整備に係る費用でございます。
１４節使用料及び賃借料４８万７,０００円、主には複写機の使用及びリースに係る費用で
す。１８節備品購入費２０万円、主なものは施設内連絡用ＰＨＳ電話機を購入する費用でござ
います。
１９節負担金、補助及び交付金１,２５８万６,０００円、主なものは派遣職員負担金９８５
万５,０００円で、構成町からの派遣職員１名分でございます。その他負担金２５０万円、地
元筵内区に対する特別区費でございます。
２２節補償、補填及び賠償金７００万円、地元筵内区に対する協力費でございます。
２７節公課費１７万５,０００円、主なものは「公害健康被害の補償等に関する法律」に基
づく汚染負荷量に対する賦課金でございます。
２目可燃物処理費、前年度より２,４７８万５,０００円増の１０億１,１６２万９,０００円
を計上しております。
焼却場管理運営費（古賀清掃工場）、主なものは、１１節需用費２億３,４３１万円、消耗
品費２,７００万円は、ごみ焼却に伴う各設備のグリース、潤滑油、液体酸素、フレコンバッ
グ、運転に係る電気・計装等機器部品等に係る費用でございます。
燃料費１億５,１３４万４,０００円、灯油１,７００キロリットルと洗車棟灯油、ＬＰＧに
係る費用でございます。修繕料８０万円、建物・車両の修理に係る費用です。医薬材料費
５,５１６万６,０００円、ダイオキシン類除去剤、ボイラー用薬剤、排水処理薬剤等に係る費
用でございます。
１２節役務費４７万７,０００円、作業用重機、車両等の点検手数料、賠償責任保険及び損
害共済保険に係る費用でございます。
１８ページ、１９ページをお願いいたします。
１３節委託料７億７,６７８万４,０００円、施設・設備運転等委託２億２５３万３,０００
円は、焼却施設に係る運転管理委託でございます。施設・設備保守・整備等委託５億４４３万
２,０００円は、焼却施設を休止して行う施設定期整備等委託の４億６,９４４万円、施設法定
整備等委託の３,４９９万２,０００円は、ごみクレーンの法定整備、ボイラー・タービンの法
定整備に係る費用でございます。灰処理等委託６,９８１万９,０００円、焼却施設から発生す
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る脱塩残渣及び溶融飛灰を処分する飛灰等処理委託及び定期整備時に溶融炉やボイラー内から
発生する清掃灰処理委託に係る費用でございます。
３目不燃物処理費、前年度より２３１万５,０００円減の１億７０６万４,０００円を計上し
ております。リサイクルプラザ管理運営費（古賀清掃工場）、主なものは、１１節需用費４４２
万４,０００円、各設備の潤滑油、梱包用袋等の購入に係る消耗品費１８０万円、燃料費１２２
万４,０００円、修繕料１４０万円は、施設、作業用重機及び車両に係る費用でございます。
１２節役務費１８３万９,０００円、作業用重機・車両の点検手数料、賠償責任保険、損害
共済保険に係る費用です。１３節委託料１億７６万８,０００円、施設・設備運転等委託
５,８３２万円は、リサイクルプラザの運転管理業務に係る費用でございます。施設・設備保
守・整備等委託３,６６９万１,０００円は、主にホイストクレーンに係る法定整備及びコンベ
アを主とする設備補修に係る費用でございます。不燃物等処理委託５７５万７,０００円は、
廃蛍光管、廃乾電池等の処理委託に係る費用でございます。
４目処分場管理費、前年度より１万円減の２０万８,０００円を計上しております。最終処
分場管理運営費（古賀清掃工場）１１節需用費、施設等の修繕料として４万円、１３節委託料
１６万８,０００円は、ホイストクレーン２基の整備委託に係る費用でございます。
続きまして、３項宗像清掃工場じん芥処理費でございます。３項１目じん芥処理総務費、前
年度より３３２万２,０００円増の１億９,５１８万７,０００円を計上しております。職員人
件費６,６２５万１,０００円、組合職員７名と再任用職員１名の２節給料、３節職員手当等、
４節共済費、１９節負担金、補助及び交付金でございます。
２０ページ、２１ページをお願いいたします。
清掃工場管理運営費（宗像清掃工場）１億２,８９３万６,０００円、主なものは、１節報酬
３０５万４,０００円、非常勤嘱託職員２名並びに環境委員会委員９名の報酬でございます。
２節給料、３節職員手当等、４節共済費については、ボイラー・タービン主任技術者と電気
主任技術者の常勤嘱託職員２名分に対するものでございます。
１１節需用費４,１２１万１,０００円、主なものは、工場内の蛍光灯、事務用品等の消耗品
費１７１万７,０００円、電気料３,１９１万円、水道料５２７万６,０００円、修繕料２００
万円です。
１２節役務費２７１万８,０００円は、電話料、郵便料、各種保険料でございます。
２２ページ、２３ページをお願いいたします。
１３節委託料６,０２１万６,０００円、主なものは、啓発・再生事業等委託１８８万
７,０００円、自転車・家具等の再生、ごみリサイクル啓発に係る費用でございます。環境調
査等委託３,０４９万５,０００円、工場周辺の大気質、水質、土壌等の環境調査及び工場に係
るごみ質、排ガス、作業環境や機能検査等、環境委員会審議資料の作成、取りまとめ等に係る
環境委員会支援委託でございます。
施設・設備管理等委託２,１７５万２,０００円、工場敷地内の植栽管理委託、施設清掃委託、
警備委託でございます。施設・設備保守・整備等委託４９５万４,０００円、エレベーター、
自動ドア、重量シャッターや空調設備に係る費用でございます。機器保守・整備等委託７１万
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４,０００円、電話・通信機器保守に係る費用でございます。
１４節使用料及び賃借料３５万円、主には複写機の使用及びリースに係る費用です。
１５節工事請負費３０万円、管理棟から連絡通路下の鳥対策に係る費用でございます。１８
節備品購入費２０万円、施設内連絡用ＰＨＳ電話機を購入するものでございます。
１９節負担金、補助及び交付金１,０７１万６,０００円、主なものは、派遣職員負担金
１,０３３万３,０００円、構成市からの派遣職員１名分でございます。
２７節公課費８万円、古賀工場と同様の汚染負荷量賦課金でございます。
２目可燃物処理費、前年度より８９万２,０００円増の７億１,０６７万円を計上しておりま
す。
焼却場管理運営費（宗像清掃工場）、主なものは、１１節需用費２億１,１２１万４,０００
円、消耗品費５,５００万円は、主には溶融炉の出湯に伴うロッド・ビット、酸素パイプや油
脂類、フレコンバッグ、運転に係る資材、電気部品です。燃料費１億８９５万１,０００円、
主にはコークス約２,１５０トン、石灰石約８６０トンに係る費用でございます。修繕料１５９
万７,０００円、排ガス分析計、汚水ポンプなどの修理に係る費用でございます。医薬材料費
４,５６６万６,０００円、排ガス処理薬剤、ボイラー用薬剤、排水処理薬剤に係る費用でござ
います。
なお、今まで飛灰処理を委託しておりました業者が飛灰処理事業から撤退したことで、一時
的に最終処分場へ保管するための薬剤処理を行う必要が生じましたので、飛灰処理委託料で
５,０９６万３,０００円の減、医薬材料費が２,３８１万５,０００円の増となっております。
１２節役務費２３万８,０００円、ボイラーの法定点検手数料です。
１３節委託料４億９,８９９万円、施設・設備運転等委託２億１,２７６万円は、ガス化溶融
施設に係る運転管理委託でございます。
２４ページ、２５ページをお願いいたします。
施設・設備保守・整備等委託２億８,３８６万４,０００円は、溶融施設を休止して行う施設
定期整備等委託２億１,３６３万１,０００円、施設法定整備等委託７,０２３万３,０００円は、
ボイラー・タービンの法定整備に係る費用でございます。灰処理等委託２３６万６,０００円、
飛灰処理委託に係る費用でございます。
１８節備品購入費２２万８,０００円、経年劣化した業務用掃除機の購入に係る費用でござ
います。
３目不燃物処理費、前年度より５５０万９,０００円増の１億１,４９７万３,０００円を計
上いたしております。リサイクルプラザ管理運営費（宗像清掃工場）、主なものは、１１節需
用費４３０万６,０００円、重機等の油脂類、梱包用袋、機器補修部品等の購入に係る消耗品
費２００万円、燃料費１２０万６,０００円、修繕料１１０万円は、作業用重機及び車両の車
検に係る費用でございます。
１２節役務費１３５万１,０００円、作業用重機・車両の点検手数料、賠償責任保険及び損
害共済保険に係る費用でございます。
１３節委託料１億９１６万円、施設・設備運転等委託８,５７８万２,０００円、リサイクル
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プラザの運転管理委託７,０６６万６,０００円、不燃物選別等委託１,５１１万６,０００円で
ございます。施設・設備保守・整備等委託２,０００万円は、主にはクレーンに係る法定整備、
破砕機のカッター交換、計量用つり銭機器保守整備に係る費用でございます。不燃物等処理委
託３３７万８,０００円、廃蛍光管、廃乾電池等の処理委託に係る費用です。
４目処分場管理費、前年度より９万２,０００円減の５０万４,０００円を計上しております。
最終処分場管理運営費（宗像清掃工場）、１３節委託料５０万４,０００円、クレーンの年次
点検及び漏水検知システムの保守点検整備委託に係る費用でございます。
４款１項公債費、前年度より８９４万８,０００円減の２０億９,７６５万２,０００円を計
上いたしております。
１目元金２０億３,４０２万６,０００円、長期債元金の内訳は、古賀清掃工場１１億
６,９８１万４,０００円、宗像清掃工場８億６,４２１万２,０００円でございます。
なお、減額分は宗像清掃工場分でございます。
２６ページ、２７ページをお願いします。
２目利子６,３６２万６,０００円、長期債利子の内訳は、古賀清掃工場３,５１７万７,０００
円、宗像清掃工場２,８４４万９,０００円でございます。
５款１項１目予備費、前年度と同額の２,２００万円を計上いたしております。両工場それ
ぞれ１,０００万円、本部２００万円でございます。
以上、歳出合計４５億７,４６４万５,０００円とするものでございます。
続きまして、歳入の説明をいたします。
戻っていただきまして、４ページ、５ページをお願いいたします。
１款１項１目経常費分担金２０億３,４０９万４,０００円、この経常費分担金は、組合規約
第１３条の規定により、均等割２割、人口割２割、投入量割６割の割合により算定されるもの
でござます。１節本部経常費分担金３,３７０万３,０００円、２節古賀清掃工場経常費分担金
１１億３,９９８万円、３節宗像清掃工場経常費分担金８億６,０４１万１,０００円。構成市
町別の分担金は説明欄に記載のとおりでございます。
２目創設費分担金２０億９,７６５万２,０００円、この創設費分担金は、同じく組合規約第
１３条の規定により、均等割３割、人口割４割、投入量割３割の割合により算定されるもので
ございます。１節古賀清掃工場創設費分担金１２億４９９万１,０００円、２節宗像清掃工場
創設費分担金８億９,２６６万１,０００円。構成市町別の分担金は説明欄に記載のとおりでご
ざいます。
２款１項１目ごみ処理場使用料１億９,３４２万４,０００円、１節古賀清掃工場使用料１億
４８６万円は、個人搬入が２,２９６万円、汚泥搬入が８,１９０万円でございます。２節宗像
清掃工場使用料８,８５６万４,０００円は、個人搬入が２,４８５万円、汚泥搬入６,３７１万
４,０００円でございます。
２目グラウンド使用料は、旧福間清掃工場のグラウンド使用料として７万円を計上いたして
おります。
３款１項１目財産貸付収入３６０万円は、旧福間清掃工場跡地を太陽光発電所用地として貸
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し付けをしたことによるものでございます。
６ページ、７ページをお願いいたします。
３款１項２目利子及び配当金４３０万９,０００円は、財政調整基金及び閉鎖等基金の一部
を定期預金で運用したことによる利子でございます。
４款１項基金繰入金７,４４８万円、１目財政調整基金繰入金７,３００万円は、２款１項総
務管理費、３款２項古賀清掃工場じん芥処理費及び３款３項宗像清掃工場じん芥処理費へ繰り
入れるものでございます。
２目閉鎖及び埋立物再処分基金繰入金１４８万円、これは歳出で申し上げましたように、池
浦最終処分場調査支援委託への充当として繰り入れを計上いたしております。
５款１項１目繰越金２,２００万円、前年度繰越金として計上いたしております。
６款１項１目雑入１億４,５０１万６,０００円、古賀清掃工場雑入８,７６５万６,０００円
及び宗像清掃工場雑入５,７３５万９,０００円については、各種有価物の売却益や発電に伴う
電力売却益、容器包装リサイクル協会からの再商品化合理化拠出金等をそれぞれ計上するもの
でございます。
以上、歳入合計４５億７,４６４万５,０００円とするものでございます。
以上で、平成２７年度玄界環境組合会計の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い
いたします。
○議長（奴間 健司君） これより質疑に入りますが、当初予算で内容も多いので、五つに分け
て質疑を受けたいと思います。
一つ目は、予算書８ページから１３ページの本部経常経費に関する部分、二つ目は、１２ペ
ージから１９ページ、古賀清掃工場に関する部分、三つ目は１８ページから２５ページの宗像
清掃工場に関する部分、四つ目は２４ページの公債費から最後まで、五つ目は４ページから７
ページの歳入部分であります。
この間で１人３回までの質問としますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） それでは、まず８ページから１３ページの本部経常経費の部分で何か
質問はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 続きまして、１２ページから１９ページ、古賀清掃工場に関する部分
で何かご質問ございませんか。
安武議員。
○議員（３番 安武 研二君） １７ページの委託料の中の９細節の分で、前年度は計量受付委
託で３８９万円上がっていたんですが、２７年度は上がってないんですが、この委託はどうさ
れたんですか。
○議長（奴間 健司君） 古賀清掃工場場長。
○古賀清掃工場場長（中村真一郎君） 計量棟の受付の委託の部分でございます。昨年度までは
清掃工場管理運営費の委託料から支出しておりましたが、２７年度から支出科目を変更という
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ことで、可燃物処理費の委託料から支出ということに変更させていただいております。
○議長（奴間 健司君） ほかにございませんか。
飯尾議員。
○議員（７番 飯尾 助広君） １９ページ、委託料の保守点検整備ですが、古賀工場、１３億
の費用の中のですね、５億はこの点検保守にかかってるわけでございますが、この施設定期整
備委託料４億６,９４４万円、これは昨年度と比べましてですね、４,５００万円ほど上がって
るんですが、この状況の報告をお願いいたしたいと思います。
○議長（奴間 健司君） 古賀清掃工場場長。
○古賀清掃工場場長（中村真一郎君） 委託料の部分でございます。これにつきましては、高温
空気加熱器鋳鋼管の交換時期が来ておりますので、増額となっております。１系、２系、９６
本を交換する予定でございます。
○議長（奴間 健司君） 飯尾議員。
○議員（７番 飯尾 助広君） ということは、これは一時的にふえるというふうに解釈してよ
ろしいでしょうか。
○議長（奴間 健司君） 古賀清掃工場場長。
○古賀清掃工場場長（中村真一郎君） 耐用年数が５年ということで、この部分につきましては、
平成１９年、２０年に交換した部分が７年ぐらいたっておりますので、交換ということで、耐
用年数を過ぎた状況で今後も交換はあるかと思っております。
○議長（奴間 健司君） ほかにございませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 続きまして、１８ページから２５ページの宗像清掃工場に関する部分
で何かご質問される方はございませんか。
硴野議員。
○議員（６番 硴野九州男君） ２３ページの燃料費ですね、これは１億８９５万１,０００円
になっておりますが、古賀清掃工場と比較をしますと、過分にですね、宗像のほうが多くない
かという感じもしますが、本来であれば、今、コークスを投入されてるように聞いております
が、コークスの燃料を含めて非常に単価が上がっているようにも、ちょっと私はよう細かいこ
とはわかりませんが、その辺の兼ね合いというのは、投入量によっても違うんでしょうけども、
どういうふうに理解したらよろしいんでしょうか。教えていただきたいと思います。
○議長（奴間 健司君） 宗像清掃工場場長。
○宗像清掃工場場長（梶谷 博之君） コークスにつきましては、これは全て海外から輸入をし
ております。そういったことで、非常に相場に影響されるものでございます。今、円安が進ん
でおりますので、輸入については価格などに変更がございますが、コークスにつきましては、
製鉄関係でよく使うんですが、海外あたりの非常に今景気が落ちております。そういったこと
で、コークスが少しだぶついているというような状況になっております。そういったことで、
今、予算につきましては、１トン当たり４万円を計上させていただいておりますが、実際２６
年度につきましても約３万から３万５,０００円の間で入札で落札をしている状況でございま
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す。
○議長（奴間 健司君） ほかにございませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 続きまして、２４ページの公債費から最後の部分で、何かご質問ござ
いませんか。
吉田議員。
○議員（１番 吉田 益美君） ２４ページの公債費の件ですが、宗像工場は今８億９,０００
万円ほど支払っていますが、最終年度が何年度かと。それと、現在、どれぐらいの残高が残っ
ているかということをお願いします。
○議長（奴間 健司君） 宗像清掃工場場長。
○宗像清掃工場場長（梶谷 博之君） 宗像清掃工場につきましては、平成２６年度末で２４億
４,６９２万円の残高がございます。ただ、償還のピークは２６年度までで、２７年度につき
ましては８９４万９,０００円の減になっております。平成３０年度までにほとんど償還が終
わってしまいます。完了は平成３２年となっております。
○議長（奴間 健司君） 吉田議員。
○議員（１番 吉田 益美君） 今のは元金だけでしょうか、それとも元利で２４億円でしょう
か。
○議長（奴間 健司君） 宗像清掃工場場長。
○宗像清掃工場場長（梶谷 博之君） 元利ともにということです。
○議長（奴間 健司君） よろしいですか。ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） それでは、最後に歳入全般の分で、何かご質問ございませんか。
飯尾議員。
○議員（７番 飯尾 助広君） ５ページですね、分担金につきまして。先ほど補正予算で約１０
億円近い財政調整基金の繰り越しがあってるんですが、これは各構成市町の分担金にどのよう
に反映されてるか。先ほど、各市町の負担を減らすというような話でございましたけれども、
どういうふうに影響してるかということを教えていただきたいと思います。
○議長（奴間 健司君） 総務課長。
○総務課長（藤井 巧一君） 財政調整基金の繰り入れにつきましては、予算書７ページにあり
ますとおり、本部の財政調整基金については４,３００万円、古賀清掃工場と宗像清掃工場に
つきましては、それぞれ１,５００万円を繰り入れをしております。ということで、分担金に
ついては、その額が総額で減になっているという状況であります。各構成ごとにこの金額が幾
ら割り当てになっているかというのはちょっと把握しておりませんので、以上でよろしいでし
ょうか。
○議長（奴間 健司君） 飯尾議員。
○議員（７番 飯尾 助広君） ちょっと先ほど聞けばよろしかったんですが、先ほど古賀工場
では４億８,９００万円の繰り越しということでございましたけれども、大きな事故の財源に
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なっているということでございましたけども、大体どのくらいが標準というか、基本的に繰り
越すというふうに考えてあるんですか。
○議長（奴間 健司君） 総務課長。
○総務課長（藤井 巧一君） 大きな事故の想定につきましては、３億５,０００万円程度を見
ているところであります。
○議長（奴間 健司君） ほかにございませんか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立７／７名〕
○議長（奴間 健司君） 全員賛成であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決されま
した。
────────────・────・────────────
○議長（奴間 健司君） 以上で、本議会に付議されました案件の審議を全部終了いたしました。
ここでお諮りいたします。本議会中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は議長に委
任していただきたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（奴間 健司君） 異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、
訂正は議長に委任していただくことに決定いたしました。
これにて、平成２７年玄界環境組合議会第１回定例会を閉会いたします。
ご協力ありがとうございました。
午後２時30分閉会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
平成２７年２月１７日
議

長 奴間 健司

署名議員 吉田 益美
署名議員 植木 隆信
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