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平成３１年 

第１回湖南衛生組合議会定例会会議録 

 

 平成３１年２月１３日、平成３１年第１回湖南衛生組合議会定例会は、湖南衛生

組合会議室に招集された。 

 

1. 出席議員は次のとおりである。 

    １番 浜田けいこ 君     ２番 笹岡ゆうこ 君 

    ３番 水上 洋志 君     ４番 渡辺 大三 君 

    ５番 川里 春治 君     ６番 竹井ようこ 君 

    ７番 佐竹 康彦 君     ８番 大后 治雄 君 

    ９番 波多野 健 君    １０番 遠藤 政雄 君 

 

2. 欠席議員は次のとおりである。 

   な し 

 

3. 地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席を求められた者 

 は次のとおりである。 

    管 理 者  藤野  勝 君  副管理者  松下 玲子 君 

    副管理者  西岡真一郎 君  副管理者  尾崎 保夫 君 

    副管理者  小林 正則 君 

    事務局長  川島 一利 君  総務課長  天野 一治 君 

  庶務係長  守永 知彦 君 

 

  組織団体（清掃）主管部課よりの出席者は次のとおりである。 

    武 蔵 野 市      齋藤課長 

    小 金 井 市      小野課長 

    小 平 市 岡村部長、松尾課長 

    東 大 和 市      松本部長、中山課長 

    武蔵村山市 藤本部長、古川課長 



 

4. 議事日程は次のとおりである。 

  第１ 会議録署名議員の指名について 

  第２ 会期について 

  第３ 行政報告第１号 場外水源用地の処分等について 

  第４ 議案第１号 平成３０年度湖南衛生組合歳入歳出補正予算（第２回） 

  第５ 議案第２号 平成３１年度湖南衛生組合組織市の分担金の額について 

  第６ 議案第３号 平成３１年度湖南衛生組合歳入歳出予算 
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                              午後２時００分 開会 

○議長【竹井ようこ君】  皆様、こんにちは。ただいまより平成３１年第１回湖南衛生

組合議会定例会を開会いたします。 

 本日の出席議員は定足数に達しておりますので、会議は成立しております。 

 これより会議を開きます。 

 直ちに議事に入ります。 

─────────────────◇────────────────── 

○議長【竹井ようこ君】  日程第１、会議録署名議員の指名についてを行います。 

 署名議員に 

         ５番 川里 春治 議員 

         ７番 佐竹 康彦 議員 

を指名いたします。以上２名の方、よろしくお願いいたします。 

─────────────────◇────────────────── 

○議長【竹井ようこ君】  次に、日程第２、会期についてお諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【竹井ようこ君】  異議のないものと認めます。よって、会期は本日１日と決定

いたしました。 

─────────────────◇────────────────── 

○議長【竹井ようこ君】  次に、日程第３、行政報告第１号「場外水源用地の処分等に

ついて」を行います。 

 説明を求めます。藤野管理者。 

○管理者【藤野勝君】  平成３１年第１回湖南衛生組合議会定例会を招集申し上げまし

たところ、公私ともご多用の中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

 本日は、「平成３０年度湖南衛生組合歳入歳出補正予算（第２回）」をはじめとする３議

案のご審議をいただくわけでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 議案審議の前に、貴重なお時間をお借りいたしまして、場外水源用地の処分等について、

ご報告させていただきます。 

 詳細につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。 

 以上です。 
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○議長【竹井ようこ君】  総務課長。 

○総務課長【天野一治君】  それでは、行政報告をさせていただきます。行政報告第１号

の資料をお願いいたします。 

 Ⅰの一般競争入札による売却についてでございます。 

 入札に付する物件は第４、５、６の３カ所の水源用地で、平米単価及び最低売却価格は、

第３回正副管理者会議で承認いただいた価格でございます。入札公告期間、募集要領配布

期間及び入札申込受付期間は５月７日から６月５日までを予定しており、受付時間は平日

の午前９時から午後５時まで、参加申込方法は、申込書類を組合へ持参、または郵送で６月

５日必着です。入札は６月７日に組合会議室で午前１０時半から行う予定です。周知方法

は各組織市の５月１日号市報に掲載をお願いするほか、来年度開設予定のホームページに

掲載する予定です。 

 次に、Ⅱの東京都への売却についてでございます。 

 都営村山団地内に所在する第２水源用地につきましては、東京都との交渉により売却が

決まり、記載の価格で１月１１日に売買契約を締結いたしました。所有権移転登記は２月

上旬までに完了する予定でございます。 

 次に、Ⅲのその他の水源用地についてでございます。 

 第７水源用地につきましては、武蔵村山市より雨水浸透施設設置のための活用意向があ

り、来年度の売却に向けて現在協議を進めているところでございます。また、道路部分は

分筆後、武蔵村山市に無償譲渡する予定です。 

 次に、第３水源用地は現在、武蔵村山市との協議を継続中でございます。 

 なお、今年度分筆した道路部分は、今年度内に武蔵村山市に無償譲渡し、所有権移転登

記が完了する予定でございます。 

 報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長【竹井ようこ君】  説明が終わりました。これより行政報告に対する質疑に入り

ます。佐竹議員。 

○７番【佐竹康彦君】  その他の水源用地について、売却の方向で検討しているとのこ

とですが、売却価格についてどれくらいという目算はありますか。ⅠとⅡに記載の売却価

格と同程度の水準に落ちつくのかどうか、この点の認識をお伺いしたい。 

○議長【竹井ようこ君】  総務課長。 

○総務課長【天野一治君】  その他の水源用地は、第７と第３水源用地がございますが、
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こちらにつきましては現在、武蔵村山市との協議中で、今後、武蔵村山市のほうで鑑定を

とっていただく予定でございますので、現時点では価格について把握してございません。 

○議長【竹井ようこ君】  よろしいですか。 

○７番【佐竹康彦君】  はい。 

○議長【竹井ようこ君】  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【竹井ようこ君】  質疑ないものと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 以上をもちまして行政報告を終了いたします。 

─────────────────◇────────────────── 

○議長【竹井ようこ君】  次に、日程第４、議案第１号「平成３０年度湖南衛生組合歳

入歳出補正予算（第２回）」についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。藤野管理者。 

○管理者【藤野勝君】  ただいま議題となりました、議案第１号「平成３０年度湖南衛

生組合歳入歳出補正予算（第２回）」についてご説明いたします。 

 このたびの補正につきましては、歳入歳出にそれぞれ補正の必要が生じましたので、本

案を提出するものでございます。内容につきましては、事務局長から説明いたさせますの

で、よろしくご審議のうえ、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長【竹井ようこ君】  事務局長。 

○事務局長【川島一利君】  それでは、議案第１号「平成３０年度湖南衛生組合歳入歳

出補正予算（第２回）」につきまして、ご説明いたします。 

 平成３０年度湖南衛生組合歳入歳出補正予算書（第２回）をご覧ください。１ページを

お開きください。今回の補正は、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ１,１４４万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,

８７７万１,０００円とするものでございます。 

 なお、同条第２項のとおり、歳入歳出補正予算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の金額は、２ページの第１表、歳入歳出予算補正をご参照いただき

たいと存じます。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。４ページ、５ページをお開きください。 

 款２ 財産収入、項２ 財産売払収入、目１ 不動産売払収入でございますが、こちら

は「平成３０年度湖南衛生組合運営方針・事業計画」に基づいて行いました場外水源用地
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の処分等におきまして、組合が都営村山団地内に所有する第２水源用地を東京都へ売却し

た際の収入を計上するもので、土地売払収入として１,１４４万６,０００円増額するもの

でございます。 

 次に、６ページ、７ページをお開きください。歳出でございます。 

 款３ し尿処理場費、項１ し尿処理費、目１ し尿処理管理費でございますが、先ほ

どの歳入の土地売払収入に相当する金額、１,１４４万６,０００円を今後の施設整備、更

新を見据えて、安定的に組合を運営するため、施設整備基金に積み立てるため増額するも

のでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長【竹井ようこ君】  説明が終わりました。これより議案第１号に対する質疑を行

います。 

（「なし」の声あり） 

○議長【竹井ようこ君】  質疑ないものと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 続いて、討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長【竹井ようこ君】  討論を終結し、採決に入ります。議案第１号「平成３０年度

湖南衛生組合歳入歳出補正予算（第２回）」について、本案を原案どおり可決することに賛

成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○議長【竹井ようこ君】  挙手全員であります。よって、議案第１号「平成３０年度湖

南衛生組合歳入歳出補正予算（第２回）」については、原案のとおり可決することに決定を

いたしました。 

─────────────────◇────────────────── 

○議長【竹井ようこ君】  次に、日程第５、議案第２号「平成３１年度湖南衛生組合組

織市の分担金の額について」及び日程第６、議案第３号「平成３１年度湖南衛生組合歳入

歳出予算」、以上２議案を一括して議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。藤野管理者。 

○管理者【藤野勝君】  ただいま議題となりました議案第２号及び第３号につきまして、

一括してご説明いたします。 

 平成３１年度予算編成に当たりましては、組織市におかれましても厳しい財政状況にあ
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ることを踏まえ、内容を精査し、引き続き経費節減に努めた予算計上を行ったところでご

ざいます。 

 平成３１年度の歳入歳出予算総額は１億６,７２７万２,０００円であります。このうち

分担金につきまして、総額で９,７１３万７,０００円のご負担をお願いするものでござい

ます。前年度と比較いたしますと１７５万７,０００円の減額、率で１.７８％の減となっ

ております。予算総額では、前年度と比較いたしますと６,０３１万６,０００円の増額、

率で５６.３９％の増となっております。増額の主な理由といたしましては、し尿処理管理

費における施設整備基金積立金及びし尿処理維持費における施設整備工事費の増額などに

よるものでございます。 

 なお、各市の分担金の額及び予算の具体的な内容につきましては、事務局長から説明い

たさせますので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長【竹井ようこ君】  事務局長。 

○事務局長【川島一利君】  それでは、議案第２号「平成３１年度湖南衛生組合組織市

の分担金の額について」及び議案第３号「平成３１年度湖南衛生組合歳入歳出予算」につ

きまして、ご説明いたします。 

 初めに、議案第２号「平成３１年度湖南衛生組合組織市の分担金の額について」をご覧

ください。組織市の分担金の額につきましてご説明いたします。各市別に申し上げますと、

武蔵野市２,０９５万６,０００円、小金井市７７８万８,０００円、小平市２,８１５万８,

０００円、東大和市２,５２６万７,０００円、武蔵村山市１,４９６万８,０００円、合計

９,７１３万７,０００円でございます。全体では、前年度に比べ約１.７８％、１７５万７,

０００円の減となっております。 

 ２ページ、３ページをお開きください。平成３１年度分担金計算表でございます。組織

団体別分担金の算出にあたりましては、平成３１年度予算の議会費、総務費、予備費の合

計額６,６７８万３,０００円の均等割１５％と投入割８５％の割合により配分した基準額

により算出しております。括弧内のパーセントは、１枚おめくりいただきまして４ページ

の組織団体別し尿搬入実績表に記載の平成２９年１１月から平成３０年１０月の１年間の

投入量の実績による割合でございます。 

 前のページにお戻りいただきまして、表の中段、し尿処理場費の３,８３９万７,０００円

は、投入量の割合に応じてそれぞれ算定しております。合計額１億５１８万円から、繰越

金８００万円、使用料及び手数料４万２,０００円、諸収入１,０００円の合計額８０４万
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３,０００円を本年度、平成３０年度各市分担率で配分し、減額したものが平成３１年度の

各市分担金額及び分担率でございます。 

 以上で議案第２号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第３号「平成３１年度湖南衛生組合歳入歳出予算」についてご説明い

たします。 

 平成３１年度湖南衛生組合歳入歳出予算書をご覧ください。表紙をおめくりいただきま

して、歳入歳出予算書の１ページをお開きください。 

 第１条第１項は、平成３１年度歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６,７２７万

２,０００円と定めるものでございます。第２項は、款項の区分及び金額は、２ページの第

１表歳入歳出予算によるとするものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書によりまして、ご説明させていただきます。予算

書の４ページ、５ページをお開きください。１、総括、歳入歳出予算額でございます。本

年度予算額１億６,７２７万２,０００円を前年度と比較いたしますと、額で６,０３１万６,

０００円の増額、率では５６.３９％の増となっております。 

 初めに、歳入についてご説明申し上げます。６ページ、７ページをお開きください。 

 款１ 分担金及び負担金、項１ 分担金、目１ し尿処理費分担金は、９,７１３万７,

０００円で、前年度と比較いたしますと、額で１７５万７,０００円の減額、率では１.

７８％の減となります。分担金の算定は、議案第２号でご説明させていただきましたとお

りでございます。また、各市の分担金額につきましては、節の欄に記載のとおりでござい

ます。 

 次に、款２ 財産収入、項１ 財産運用収入、目１ 利子及び配当金１万１,０００円は、

財政調整基金及び施設整備基金の預金利子でございます。同じく項２ 財産売払収入、目

１ 不動産売払収入４,２２１万１,０００円は平成３１年度に売却を予定しております場

外水源の土地売払収入でございます。 

 款３ 繰入金、項１ 基金繰入金、目１ 財政調整基金繰入金１２６万５,０００円は、

財源調整のため、繰り入れを行うものでございます。施設整備基金繰入金１,８５９万５,

０００円につきましては、８号井戸改修工事及び処理施設定期整備工事の財源とするため

繰り入れを行うものでございます。 

 款４ 繰越金、項１ 繰越金、目１ 繰越金は８００万円で、平成３０年度と同額を計

上してございます。 
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 続きまして、８ページ、９ページをお開きください。 

 款５ 使用料及び手数料、項１ 使用料、目１ 土地使用料の４万２,０００円は、敷地

内にある電柱等の占用料で、平成３０年度と同額を計上してございます。 

 次に、款６ 諸収入、項１ 雑入、目１ 雑入の１,０００円は、職員の遺族共済年金附

加事業に係る取扱事務手数料でございます。 

 歳入につきましては、以上でございます。 

 続きまして、歳出についてご説明いたします。恐れ入りますが、別冊の予算参考資料の

４ページ、５ページをお開きください。平成３１年度予算編成にあたりましては、し尿搬

入量の年間処理量について、平成２９年度年間搬入量実績及び平成３０年組織団体別し尿

搬入実績表の組織５市の実績などから予測し、５ページ中段の注意書き記載のとおり、１,

１５０.６㎘と見込みました。 

 恐れ入りますが、また予算書のほうにお戻りいただきまして、予算書の１０ページ、

１１ページをお開きください。 

 款１ 議会費、項１ 議会費、目１ 議会費は３９０万２,０００円を予算計上いたしま

した。前年度に比べ７万２,０００円の増、率で１.８８％の増となっております。 

 続きまして、１２ページ、１３ページをお開きください。 

 款２ 総務費、項１ 総務管理費、目１ 一般管理費につきましては、６,０７０万６,

０００円を計上いたしました。前年度に比べ１２２万６,０００円の減、率で１.９８％の

減となっております。 

 主な予算の増減についてご説明いたします。２給料のうち、一般職給料は１５万円の減

額、３職員手当等は扶養手当等における実績等による３４万２,０００円の減額、４共済費

は共済組合負担金におきまして１万４,０００円の増額、１１需用費は１０万９,０００円

の増額で、修繕料において車両の車検に伴う経費の増が主なものでございます。 

 次に、１４ページ、１５ページをお開きください。 

 １２役務費は、６１万９,０００円の増額ですが、通信運搬費においてホームページ運用

料４０万円、手数料のうち車検等に伴う軽乗用車検査手数料８万円及び軽貨物自動車検査

手数料８万円の増額が主なものでございます。 

 １３委託料は、平成３０年度に比較いたしまして１７２万円の減額でございます。主な

減の理由でございますが、場外水源不動産鑑定業務委託料８８万８,０００円、ＰＣＢ廃棄

物処理委託料７７万８,０００円が皆減になったことによるものでございます。 
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 また、財務書類作成支援業務委託料１０５万８,０００円は、国の統一的な基準による財

務書類の作成を行うため、引き続き計上するものでございます。場外水源分筆登記等委託

料１５万２,０００円は、場外水源の第７水源用地の道路用地提供予定部分の分筆登記等に

伴う費用を新たに予算計上させていただくものでございます。 

 次に、１６ページ、１７ページをお開きください。 

 １４使用料及び賃借料は、１６万５,０００円の増額でございます。主な増額の理由は、

借上料のうちインターネットセキュリティ機器借上料１５万１,０００円を、インターネッ

ト回線のセキュリティ強化のため、新規に計上するものでございます。 

 １６原材料費は、引き続き、菖蒲園内の菖蒲池の水路の土留めの補修等を行うため計上

するものでございますが、新たに菖蒲の花苗等を購入するため、平成３０年度と比較し

１７万８,０００円を増額計上するものでございます。 

 １８備品購入費は、園芸用三脚の買い替えによるものでございます。 

 ２５積立金は、歳計剰余金等を積み立てる財政調整基金積立金を予算計上するものでご

ざいます。 

 次に、１８ページ、１９ページをお開きください。 

 項２ 監査委員費、目１ 監査委員費でございます。監査委員費は報酬額を前年度と同

額の１７万６,０００円を計上いたしました。 

 次に、２０ページ、２１ページをお開きください。 

 款３ し尿処理場費、項１ し尿処理費、目１ し尿処理管理費は、５,３４８万２,

０００円を計上いたしました。前年度に比べ４,１２３万３,０００円の増額で大幅な増と

なっております。主な増の理由でございますが、２５積立金において売却を予定しており

ます３カ所の場外水源の売却収入を施設整備基金に積み立てることによるものでございま

す。 

 １４使用料及び賃借料は、下水道使用料で、実績等を勘案し、平成３０年度に比較し

９８万円の減でございます。 

 ２５積立金は、施設整備基金の預金利子及び売却を予定している３カ所の場外水源の売

却収入を基金へ積み立てるため、予算計上するものでございます。 

 ２７公課費の汚染負荷量賦課金は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害健

康被害への補償を目的とするもので、昭和６２年４月１日の時点で、ばい煙発生施設等を

設置していた工場、事業場に申告納付する義務が課せられているものでございます。 
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 目２ し尿処理維持費は、４,７００万６,０００円を計上いたしました。前年度より２,

０２３万７,０００円の増額、率で７５.６０％の増でございます。 

 主な増減等でございますが、１１需用費は８７万８,０００円の減額で、そのうち電気使

用料ついて、実績により平成３０年度に比較し１０７万８,０００円の減額となっておりま

す。１２役務費、手数料の事業系一般廃棄物収集手数料については、平成３０年度に比較

いたしまして、同額の１０万円を予算計上いたしました。 

 １３委託料、管理保守委託料のうち下水投入施設運転管理業務委託料は、平成３０年度

に比較いたしまして３０４万３,０００円を増額計上するものでございます。 

 各種測定分析委託料は、汚水の水質検査を行う経費で、平成３０年度に比較いたしまし

て、検査項目の追加により６３万１,０００円の増額、自家用電気工作物保安管理業務委託

料につきましては、電気設備関係の保安業務を委託するため予算計上するもので、平成

３０年度に比較いたしまして、２,０００円を増額計上するものでございます。処理施設定

期整備に係る審査及び仕様書作成業務委託料につきましては、処理施設定期整備に係る精

査、審査と専門的な仕様書作成業務の委託に係るもので、平成３０年度に比較いたしまし

て２６万２,０００を増額計上するものでございます。清掃委託料の投入・貯留槽等清掃委

託料につきましては、平成３０年度予算額と同額を計上しております。脱臭剤交換業務委

託料につきましては、平成３０年度に比較いたしまして、３万６,０００円を増額計上する

ものでございます。 

 １５工事請負費の施設整備工事費は、平成３０年度に比較いたしまして、１,７１４万１,

０００円の増額でございます。このうち、８号井戸改修工事につきましては、制御盤、ポ

ンプ等の老朽化に伴い更新を行うもので、１,６７４万７,０００円を予算計上するもので

ございます。処理施設定期整備工事につきましては、施設運転に伴う設備の経年劣化に対

応する整備のため、１８４万８,０００円を予算計上するものでございます。そのほか、緊

急工事対応分といたしましては、１００万円を予算計上するものでございます。 

 続きまして、２２ページ、２３ページをお開きください。 

 款４ 予備費、項１ 予備費、目１ 予備費でございますが、前年度と同額の２００万

円を計上いたしました。 

 以上で、議案第３号の説明とさせていただきます。 

○議長【竹井ようこ君】  説明が終わりました。これより議案第２号及び第３号に対す

る質疑を行います。 
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（「なし」の声あり） 

○議長【竹井ようこ君】  質疑ないものと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 続いて、討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長【竹井ようこ君】  これにて討論を終結し、採決に入ります。採決については、

１件ごとに行います。 

 初めに、議案第２号「平成３１年度湖南衛生組合組織市の分担金の額について」、本案を

原案どおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○議長【竹井ようこ君】  挙手全員であります。よって、議案第２号「平成３１年度湖

南衛生組合組織市の分担金の額について」は、原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。 

 続いて、議案第３号「平成３１年度湖南衛生組合歳入歳出予算」、本案を原案どおり可決

することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○議長【竹井ようこ君】  挙手全員であります。よって、議案第３号「平成３１年度湖

南衛生組合歳入歳出予算」は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 以上で、本定例会の日程は全て終了いたしました。 

 これにて平成３１年度第１回湖南衛生組合議会定例会を閉会いたします。お疲れさまで

した。 

                             午後２時３２分 閉会 
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