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平成２３年東部知多衛生組合議会第１回臨時会会議録 

 

平成２３年東部知多衛生組合議会第１回臨時会は、平成２３年５月３１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 上西正雄  ２番 三宅佳典  ３番 早川高光 

４番 平野敬祐  ５番 川上 裕  ６番 杉浦光男 

７番 澤 潤一  ８番 山下享司  ９番 中村六雄 

１０番 勝山 制 １１番 大村文俊 １２番 鈴村一夫 

 

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２３年５月３１日（火）午後１時５８分 開会 

平成２３年５月３１日（火）午後２時３７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 井村德光 

副管理者 竹内啓二  監査委員 古橋洋一  会計管理者事務代理者 福井芳信 

 事務局長  野澤 清  浄化センター工場長 泉  路博  クリーンセンター工場長 鈴木恒雄 
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 主幹 加納裕展  課長補佐  杉浦尚二  課長補佐 久米繁治 

 

８  職務のため議場に出席した者 

 書記 野澤 清  書記 杉浦尚二  書記 加藤博之 

 

９  議事日程 

 日程第１         仮議席の指定 

 日程第２  選挙第１号  議長の選挙について 

 日程第３  指定第１号  議席の指定 

 日程第４         会議録署名議員の指名 

 日程第５         会期の決定 

 日程第６  選挙第２号  副議長の選挙について 

 日程第７  選挙第３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８  議案第４号  監査委員の選任について 

 日程第９  報告第３号  例月出納検査報告について 

              

○事務局長（野澤 清） 

皆さん、こんにちは。 

本日は、何かとお忙しい中、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。 

組合の事務局長の野澤でございます。 

さて、皆さん既にご存知のように、去る４月２４日に豊明市におきまして市長選挙が行われ、 

石川英明豊明市長さんが当選を果たされました。誠におめでとうございます。 

 本日、副管理者として議場に出席されておりますので、ここで一言ご挨拶をお願いいたします。 

○副管理者（石川英明） 

皆さん、こんにちは。 

ただ今、ご紹介いただきました豊明市長の石川英明と申します。 

実を言いますと、以前、議員の時に東部知多衛生組合に一度お世話になりました。今回は副管理

者ということで非常に重責な立場でありますが、皆様にご指導いただきながら職務を全うして参り

たいと思いますので、心よりお願い申し上げまして簡単ではございますが、ご挨拶に代えさせてい

ただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○事務局長（野澤 清） 
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ありがとうございました。続きまして事務局からご報告をさせていただきます。 

組合の会計管理者につきましては、組合規約において管理者の属する市町の会計管理者をもって

充てる規定となっております。しかしながら在任中に大府市会計管理者がご逝去され、その間の事

務は大府市会計課長が事務代理者として事務を代理しておりましたが、６月１日付けで大府市 

内田 誠 会計管理者が新たに任命されますのでよろしくお願いいたします。 

なお、本日の議会は、統一選挙後の初の組合議会でございます。 

現在、議長及び副議長がともに欠けた状態となっておりますので、議長が選挙されるまでの間は、

地方自治法第１０７条の規定により、年長議員の方に臨時議長の職務を行っていただきます。 

出席議員中、東浦町の澤 潤一議員が最年長の議員でございますので、臨時議長をお願いいたし

ます。それでは、澤 議員、臨時議長席へお着きくださるようお願い申し上げます。 

○臨時議長（澤 潤一） 

皆さん、こんにちは。 

ただ今、ご紹介いただきました、東浦町選出の澤でございます。地方自治法第１０７条の規定に

より、臨時に議長の職務を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

これより議事に入ります。 

ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しています。 

よって、平成２３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、お手元に配付いたしました議事日程表により進めて参りますの

で、よろしくお願いいたします。 

ここで、管理者からご挨拶を願います。 

○管理者（久野孝保） 

皆さん、こんにちは。 

当組合の管理者であります、大府市長の久野でございます。 

本日は大変お忙しい中、東部知多衛生組合議会第１回臨時会に、ご参集賜りまして誠にありがと

うございます。 

本、臨時会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

先の統一地方選挙におかれまして、それぞれご当選されまして心からお祝い申し上げます。そし

て当組合の組合議員として選任されました方々に、ご出席を賜りました。ご苦労様でございますが、
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よろしくお願い申し上げます。 

去る３月１１日に発生しました東日本大震災では、死者、家屋の倒壊など甚大な被害を受けられ

た方々に対しまして、心からお見舞い申し上げたいと思います。 

この地震・津波により発生しました大量の災害ごみの処理をどうするのか、国の方で現在、検討

されておりますが、私どもとしましても被災地の復旧・復興に向けて最大限の協力・支援をしてい

きたいと考えております。 

現在の廃棄物処理等をめぐる環境行政の諸情勢につきましては、循環型社会形成への転換を積極

的に進めていくことが極めて重要となっており、様々な資源化・エネルギー対策が図られておりま

す。このような状況下にあって、当組合では平成２７年度に最終処分場の供用開始、平成３１年度

にはごみ焼却施設の供用開始ができるように平成２１年度からごみ処理施設整備事業計画を進めて

いるところでございます。 

いずれにいたしましても、構成市町から日々発生する一般廃棄物を、将来に亘って滞ることなく

安定かつ確実に処理・処分できるように努めて参りたいと存じますので、議員の皆様方には、何卒、

今後ともご指導とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

さて、本日ご提案申し上げます案件は、議会の人事をご審議いただきますとともに、監査委員の

選任同意案件１件を提出いたしておりますので、慎重審査の上お認め賜りますよう、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。 

○臨時議長（澤 潤一） 

おはかりいたします。 

本日は、統一選挙後の初の組合議会で、初対面の方々もあろうかと存じます。 

ここで自己紹介を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

それでは、ただ今、ご着席されている席順で大府市の上西議員より、順次自己紹介をお願いいた

します。 

（議員自己紹介） 

これにて、自己紹介を終わります。 

日程第１、「仮議席の指定」を行います。 

仮議席の指定につきましては、議事の進行上、ただ今ご着席の議席を指定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） 
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異議なしと認めます。よって、仮議席につきましては、現在ご着席の議席と決定いたします。 

日程第２、選挙第１号「議長の選挙について」を議題とします。 

おはかりいたします。 

選挙の方法につきましては、投票、指名推選のいずれの方法にいたしましょうか。どなたか、ご

発言をお願いいたします。４番 平野議員。 

○４番議員（平野敬祐） 

豊明市の平野でございます。 

「議長の選挙について」は、指名推選の方法によることを提案いたします。 

○臨時議長（澤 潤一） 

ただ今、豊明市の平野議員から「議長の選挙について」は、指名推選の方法によられたいとの発

言がございましたが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、「議長の選挙について」は、指名推選によることに決定いたしま

した。それでは、どなたかご指名をお願いいたします。４番 平野議員。 

○４番議員（平野敬祐） 

誠にせん越でありますが、私から推選させていただきたいと思います。 

組合議会の議長には、経験豊富な大府市議会の議長を務めておられます、上西正雄議員に東部知

多衛生組合議会の議長をお願いしたいと思います。是非、皆様のご賛同をお願いいたします。 

○臨時議長（澤 潤一） 

おはかりいたします。 

ただ今、豊明市の平野議員から議長につきましては、大府市議会議長の上西正雄議員を推選する

発言がございました。上西正雄議員を東部知多衛生組合議会の議長の当選人に定めることにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、ただ今指名推選されました大府市の上西正雄議員を議長の当選人

に決定いたします。 

それでは、議長に当選されました大府市の上西正雄議員が議場におられますので、本席から会議

規則第３１条第２項の規定により告知をいたします。上西正雄議員、議長就任のご承諾とご挨拶を

お願いいたします。 

○議長（上西 正雄） 

ただ今、東部知多衛生組合議会の議長にご推挙いただきました、大府市の上西正雄でございます。
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議長の就任に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

当組合の議長という重責にご推挙いただきまして、身に余る光栄でございます。先ほど管理者の

方からのお話がございましたように、東部知多衛生組合が大切な時期を迎えていると認識いたして

おります。これから誠心誠意、職務を遂行する所存でございますので、何卒、皆様方のご指導ご鞭

撻のほど、よろしくお願い申し上げまして、就任のご挨拶に代えさせていただきます。ありがとう

ございました。 

○臨時議長（澤 潤一） 

これをもちまして、臨時議長の職務を終了させていただきます。 

皆様方のご協力により、無事に臨時議長の大任を果たすことができました。大変ありがとうござ

います。それでは、上西議長、議長席にご着席をお願いいたします。 

（上西議長、議長席につく） 

○議長（上西 正雄） 

日程第３、指定第１号「議席の指定」を議題とします。 

議席は、会議規則第３条第１項の規定により議長において指定をいたします。議席番号と氏名を

職員に朗読させます。 

○事務局長（野澤 清） 

それでは、議席番号と氏名を朗読させていただきます。 

１番・上西正雄 議員。 ２番・三宅佳典 議員。 ３番・早川高光 議員。 

４番・平野敬祐 議員。 ５番・川上 裕 議員。 ６番・杉浦光男 議員。 

７番・澤 潤一 議員。 ８番・山下享司 議員。 ９番・中村六雄 議員。 

10番・勝山 制 議員。 11番・大村文俊 議員。  12番・鈴村一夫 議員。 

以上でございます 

○議長（上西 正雄） 

ただ今、事務局が朗読したとおり、議席番号を決定いたしますので、議席番号と氏名の確認をお

願いいたします。 

 日程第４、「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 三宅佳典議員及び   

９番 中村六雄議員を指名いたします。 

 日程第５、「会期の決定」を議題といたします。 

 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、これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

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６、選挙第２号「副議長の選挙について」を議題といたします。 

おはかりいたします。 

選挙の方法につきましては、投票、指名推選のいずれの方法にいたしましょうか。４番 平野議

員。 

○４番議員（平野敬祐） 

豊明市の平野でございます。 

「副議長の選挙について」は、指名推選の方法によることを提案いたします。 

○議長（上西 正雄） 

ただ今、豊明市の平野議員から「副議長の選挙について」は、指名推選の方法によられたいとの

発言がございましたが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、「副議長の選挙について」は、指名推選によることに決定いたしました。 

それでは、どなたかご指名をお願いいたします。４番 平野議員。 

○４番議員（平野敬祐） 

私から推選させていただきたいと思います。 

組合議会の副議長には、阿久比町議会の議長を務めておられます勝山 制議員に、副議長をお願

いしたいと思います。是非、皆様のご賛同をお願いいたします。 

○議長（上西 正雄） 

おはかりいたします。 

ただ今、豊明市の平野議員から副議長には、阿久比町議会議長の勝山 制議員を推選する発言が

ございました。勝山 制議員を東部知多衛生組合議会の副議長の当選人に定めることにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、ただ今、指名推選されました阿久比町の勝山 制議員を副議長の当選人に決定いたしま

す。それでは、副議長に当選されました阿久比町の勝山 制議員が議場におられますので、本席か

ら会議規則第３１条第２項の規定により告知をいたします。勝山 制議員、副議長就任のご承諾と
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ご挨拶をお願いいたします。 

○副議長（勝山 制） 

ただ今、東部知多衛生組合議会の副議長にご推挙いただきました、阿久比町の勝山 制でござい

ます。就任に当たりまして、一言ご挨拶をさせていただきます。 

副議長の責務の重大さを痛感いたすとともに光栄に存じております。議長を補佐し、この職務を

全うしたいと思います。どうか皆様方の暖かいご指導ご鞭撻をお願い申し上げて、就任のご挨拶と

させていただきます。 

○議長（上西 正雄） 

日程第７、選挙第３号「議会運営委員会委員の選任について」を議題といたします。 

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、 

大府市選出の早川高光 議員。 豊明市選出の杉浦光男 議員。 

東浦町選出の中村六雄 議員。 阿久比町選出の大村文俊 議員。 

以上４名の議員を指名いたします。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、ただ今指名しました、以上の皆さんを議会運営委員会委員に選任することに決定しまし

た。 

おはかりいたします。 

ここで、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） 

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１９分休憩 

午後２時２９分再開 

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報告いたします。 

議会運営委員会委員長、大村文俊 議員。 同副委員長、杉浦光男 議員。 

以上のとおり、正、副委員長が決定しましたので、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ます。 
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日程第８、議案第４号「監査委員の選任について」を議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定により、澤 潤一議員の退席を求めます。 

（澤 議員、退席） 

提出者から提案理由の説明を願います。 

○管理者（久野孝保） 

議案第４号「監査委員の選任について」、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

提案理由といたしましては、議員のうちから選任する監査委員を新たに選任するため、地方自治

法第１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。 

東浦町選出の澤 潤一議員は、東浦町大字緒川字篭池にお住まいで、昭和１２年４月７日生まれ

でございます。昭和５８年に初当選されて以来、現在８期目でその間に議長、副議長の要職を歴任

されまして、今回、再度東浦町議会の議長に就任されました。経験豊かで、人格識見とも優れた方

でございますので、どうか全員の皆様方のご同意を賜りますよう、お願い申し上げまして、提案理

由並びに内容のご説明を終わります。 

○議長（上西 正雄） 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑もないようですので、これより討論を省略し、直ちに議案第４号を採決いたします。 

議案第４号「監査委員の選任について」、同意を求める件は、原案のとおり同意することに、ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第４号「監査委員の選任について」、同意を求める件は、原案のとおり同意するこ

とに決定いたしました。澤 潤一議員の入場を許可します。 

（澤 議員入場） 

澤 潤一議員、監査委員就任のご承諾とご挨拶をお願いいたします。 

○監査委員（澤 潤一） 

ただ今、東部知多衛生組合議会選出の監査委員に選任同意していただきました、東浦町の澤 潤

一でございます。監査委員という重責を務めさせていただくことになり、誠に身に余る光栄と思っ

ております。皆様方のご期待に応えるべく努力をいたす所存でございます。今後とも、皆様方のご

指導ご鞭撻のほどお願い申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきます。ありがとうございま

した。 
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○議長（上西 正雄） 

日程第９、「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古橋監査委員より補足説明を

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２２年度１月分から４月

分及び平成２３年度４月分にかかる現金出納並びに公金の収納状況を、平成２３年２月２２日、３

月２３日、４月２７日及び５月２５日に、それぞれ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（上西 正雄） 

  監査報告が終わりました。何かございますでしょうか、よろしいですか。 

これにて諸報告を終わります。 

以上をもちまして、臨時会に付議された案件の審議は、すべて終了しました。 

ここで、管理者からご挨拶を願います。 

○管理者（久野孝保） 

平成２３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。 

本日提出いたしました議案につきましては、お認めを賜り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。 

○議長（上西 正雄） 

これをもちまして、平成２３年東部知多衛生組合議会第１回臨時会を閉会します。 

 

（閉会） 
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なお、私から確認したい事項が２点ほどございますので、今しばらくご協力をお願いいたします。 

１点目は、お手元に青いファイルで｢組合議会資料綴｣が配付されていると思います。このファイ

ルの中には、｢今後の議会日程及び議会運営に関する申し合わせ事項等｣が配付されております。今

後の組合議会運営につきましては、この申し合わせ事項に基づき、進めて参りたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

２点目は、クリーンセンター内の施設見学を行うお時間を少しいただきたいと思います。誠に恐

縮でありますが、施設見学後、解散したいと思いますので、議員皆様方のご理解をお願い申し上げ

ます。 

それでは、施設見学の案内を事務局の方でお願いいたします。 

 

（組合議員 クリーンセンター内施設見学） 
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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。 
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