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平成２６年東部知多衛生組合議会第１回臨時会会議録

平成２６年東部知多衛生組合議会第１回臨時会は、平成２６年５月２３日東部知多クリーンセン

ター議場に招集された。

１ 応招議員

１番 鈴木 隆  ２番 上西正雄  ３番 浅田茂彦

４番 堀田勝司  ５番 伊藤 清  ６番 前山美恵子

７番 森本康夫  ８番 田﨑守人  ９番 髙橋和夫

１０番 大村文俊 １１番 竹内一美 １２番 渡辺 功

２ 不応招議員

 なし

３ 出席議員

応招議員と同じ

４ 欠席議員

 不応招議員と同じ

５ 開閉の日時

平成２６年５月２３日（金）午後１時５９分 開会

平成２６年５月２３日（金）午後２時１９分 閉会

６ 傍聴者

なし

７ 地方自治法第１２１条の規定により会議に説明のため出席した者

管理者 久野孝保  副管理者 石川英明  副管理者 神谷明彦  副管理者 竹内啓二

副管理者 岡村秀人  監査委員 古橋洋一  会計管理者 福井芳信

事務局長 髙場智明  業務課長 久米繁治  総務課長 杉浦尚二
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業務課長補佐 久野尚志  総務課長補佐 加藤博之  副主幹 福島智宏

庶務係長 浅田貴志  施設建設整備係長 外山紀元

８ 職務のため議場に出席した者

 書記 髙場智明  書記 杉浦尚二  書記 加藤博之

９ 議事日程

  日程第１  指定第１号  議席の指定

 日程第２         会議録署名議員の指名

 日程第３         会期の決定

 日程第４  選挙第１号  議会運営委員会委員（正、副委員長）の選任について

 日程第５  報告第３号  例月出納検査報告について

 追加           議員の派遣について

○議長（鈴木 隆）

皆さん、こんにちは。

皆様方におかれましては、６月定例会を間近に控えまして、大変お忙しい中を組合議会にお集

まりいただきまして、誠にありがとうございます。

既に皆様方ご承知かと思いますが、大府市議会より選出されておりました当組合議員の木下義

人氏が、去る３月２１日にご逝去されました。

生前は本組合議員を４度務められ、多岐にわたり組合事業運営についてご指導等を賜りました。

ここに、衷心よりお悔みを申し上げる次第でございます。

この木下義人氏のご逝去にあたりまして大府市議会選出の組合議員に欠員が生じまして、組合

規約第７条の規定により補欠議員の選挙を行い、３月２８日付けで上西正雄議員が新たに組合議

員に選任されました。ここで上西議員をご紹介申し上げますので、上西議員、ご挨拶をよろしく

お願いいたします。

○議員（上西正雄）

皆さん、こんにちは。

ただ今、議長の方から木下義人議員が３月２１日にご逝去されまして、その補欠ということで

選出されました大府市議会の上西正雄でございます。当議会につきましては、今回で３回目の議
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員となります。非常に大事な時期をお迎えしているとお聞きしておりますので、皆様と共に頑張

っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（鈴木 隆）

引き続き、会議に先立ちまして、報告をさせていただきます。

管理者から全員協議会の開催要望があり、先ほどの議会運営委員会に諮りまして、開催の了解

をいただきました。

臨時会終了後、全員協議会を開催しますので、よろしくお願いいたします。

また、先ほどの議会運営委員会終了後に、豊明市選出の堀田議員から諸般の都合により議会運

営委員会委員を辞任する申し出があり、これを許可いたしました。

従いまして、現在の議会運営委員会は、正副委員長が共に欠けた状態となり、改めて議会運営

委員会委員の指名と正副委員長の選任を後ほど行っていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。

これより議事に入ります。

ただ今の出席議員は１２名で、定足数に達しております。

よって、平成２６年東部知多衛生組合議会第１回臨時会は成立しますので開会いたします。

なお、地方自治法第１２１条の規定により、管理者以下、組合関係職員に出席を求めましたの

で、ご報告いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付しました議事日程表により進めてまいりますの

で、よろしくお願いをいたします。

また、７月に実施予定をしております、ごみ処理施設整備検討委員会に係る行政視察につきま

しては、本日の議会運営委員会におきまして、追加議題として「議員の派遣について」、を日程

に追加する旨の了解を得ました。

本日、追加議題として「議員の派遣について」、の資料を配付しておりますので、よろしくお

願いをいたします。

ここで、管理者から挨拶を願います。

○管理者（久野孝保）

皆さん、こんにちは。

平成２６年東部知多衛生組合議会第１回臨時会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。
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議員の皆様方におかれましては、日頃から廃棄物処理行政につきまして、深いご理解とご協力

を賜りまして、厚くお礼を申し上げます。

本組合の廃棄物処理行政につきましては、廃棄物処理の適正な維持管理と効率的な組合運営が

できるよう、努力してまいりたいと存じますので、議員の皆様方におかれましては、引き続き、

ご指導とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、去る３月２１日にご逝去されました大府市議会より選出されておりました、当組合議員

の木下義人氏のご逝去にあたりましては、ここに哀悼の意を捧げ、謹んでご冥福をお祈り申し上

げる次第でございます。

さて、本日ご提案申し上げます案件は、主に議会の人事案件等を提出いたしております。

また、臨時会終了後には、全員協議会を開催させていただき、平成３１年度に供用開始を目指

しております「新ごみ処理施設の施設規模について」をご報告させていただきたいと存じます。

何卒、議員、皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶と

させていただきます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

○議長（鈴木 隆）

日程第１、指定第１号「議席の指定」を行います。

議席の指定は、会議規則第３条第２項及び第３項の規定により議長において、２番 上西正雄

議員、４番 堀田勝司議員、５番 伊藤 清議員と指定いたします。

日程第２、「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８４条の規定により議長において、２番 上西正雄議員及び

８番 田﨑守人議員を指名いたします。

日程第３、「会期の決定」を議題とします。

おはかりいたします。

本、臨時会の会期は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、本、臨時会の会期は、本日１日と決定いたしました。

日程第４、選挙第１号「議会運営委員会委員の選任について」を議題とします。

議会運営委員については、議会運営委員会条例第５条の規定により議長において、大府市選出

の上西正雄議員、豊明市選出の伊藤 清議員を指名いたします。

これに、ご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、ただ今、指名しました、上西正雄議員及び伊藤 清議員を議会運営委員会委員に選任

することに決定しました。

おはかりします。

ここで、現在、当委員会の正、副委員長が欠けた状態となっておりますので、議会運営委員会

条例第６条の規定により、正、副委員長の互選を行うため、｢暫時休憩｣をしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、この際、｢暫時休憩｣とします。

午後２時０８分休憩

午後２時１４分開始

○議長（鈴木 隆）

休憩前に引き続き会議を開きます。

それでは、議会運営委員会の正、副委員長が決まりましたのでご報告いたします。

議会運営委員会委員長は、伊藤 清議員。同副委員長は、上西正雄議員に決定いたしましたの

で、よろしくお願いいたします。

それでは、引き続き議事を進めてまいります。

日程第５、「諸報告」を行います。

お手元に報告第３号が配付してありますので、検査に当たりました、監査委員を代表して古橋

監査委員より説明を願います。

○監査委員（古橋洋一）

ご指名をいただきましたので、報告第３号の補足説明を申し上げます。

報告第３号につきましては、地方自治法第２３５条の２第１項の規定により例月出納検査を実

施いたしましたので、同条第３項の規定により、その結果を議会に報告するものであります。

内容につきましては、検査の対象欄に記載されておりますように、平成２５年度１月分から３

月分にかかる現金出納並びに公金の収納状況を、平成２６年２月７日、３月２０日、４月１８日
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に関係者の出席を得まして、例月出納検査表をもとに関係諸帳簿と指定金融機関発行の残高証明

書により照合検査したものでございます。

検査の結果につきましては、計数並びに証拠書類等については、適正に処理されていることを

認めました。なお、詳細につきましては、御手元に配付してございます検査報告書をご一読いた

だきたいと思います。

以上、簡単ではございますが、これで補足説明を終わります。

○議長（鈴木 隆）

これにて諸報告を終わります。

続きまして、追加議題の「議員の派遣について」を議題とします。

会議規則第８５条第１項の規定により、「議員の派遣について」は、議会の議決を求めるもの

であります。

おはかりします。

本日以降、平成２６年度に予定しております、「議員の派遣について」は、お手元の資料のと

おり、ごみ処理施設建設工事に係る比較検討調査のため、組合議員全員を派遣し、７月１０日の

１日間、岐阜県多治見市三の倉センター及び同県瑞浪市クリーンセンターのごみ処理施設の行政

視察を実施したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、「議員の派遣について」は、お手元の資料のとおり組合議員全員を派遣し、行政視察

を実施することに決定しました。

以上をもちまして、臨時会に付議されました案件の審議は、すべて終了しました。

ここで、管理者から閉会のご挨拶を願います。

○管理者（久野孝保）

平成２６年東部知多衛生組合議会第１回臨時会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げま

す。ただ今の案件につきましては、お認めいただきまして厚くお礼を申し上げます。東部知多衛

生組合の事業推進のために、一層のご指導とご協力を賜りますことを、お願い申し上げまして、

閉会のご挨拶とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

○議長（鈴木 隆）

これをもちまして、平成２６年東部知多衛生組合議会第１回臨時会を閉会します。



- 7 -

大変、ご苦労さまでございました。

（閉会）

  誠に恐れ入りますが、引き続き全員協議会を休憩なしで開催いたしますので、よろしくお願い

いたします。
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この会議録は書記の校閲したものと内容の相違ないことを証するため地方自治法第１２３条

第２項の規定によりここに署名する。

東部知多衛生組合議会議長      鈴 木  隆

２番議員              上 西 正 雄

８番議員              田 﨑 守 人




