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平成２８年５月３１日 



 

１ 

平成28年第３回衣浦衛生組合議会定例会会議録 

平成28年第３回衣浦衛生組合議会定例会は、平成28年5月31日（火）午前10時00分 

衣浦衛生組合会議室に招集された。 

１．議事日程 

             管理者の招集あいさつ 

    第１       議席の指定 

    第２       会議録署名議員の指名 

    第３       会期の決定 

    第４ 選   挙 衣浦衛生組合議会議長の選挙 

    第５ 選   挙 衣浦衛生組合議会副議長の選挙 

    第６ 同意第１号 衣浦衛生組合監査委員の選任について 

    第７ 同意第２号 衣浦衛生組合監査委員の選任について 

２．本日の会議に付した事件 

（１） 議事日程第１から第７ 

３．議員 

定数 10名   欠員 なし 

出席議員（10名） 

１番  磯貝 明彦君        ２番  鈴木 良和君 

３番  山中 謙治君        ４番  林田  要君 

５番  鈴木みのり君        ６番  神谷 利盛君 

７番  浅岡 保夫君        ８番  長谷川広昌君 

９番  黒川 美克君        10番  北川 広人君 

欠席議員（０名） 

４．説明のため出席した者 

管 理 者  禰冝田政信君      副管理者  神谷 坂敏君 

副管理者  金原  功君      参  与  吉岡 初浩君 

事務局長  鳥居 典光君      庶務課長  神谷 秀秋君 

施設課長  朝岡 得二君      業務課長  加藤  直君 

５．出席した関係市職員 

碧南市経済環境部長  松井 高善君 

碧 南 市 環 境 課 長  杉本 広則君 

高浜市市民総合窓口 
セ ン タ ー 長  大岡 英城君 
高 浜 市 市 民 生 活 
グループリーダー  芝田 啓二君 

６．出席した事務局職員 



 

２ 

庶 務 課 庶 務 係 長  安藤 理純君 

施 設 課 課 長 補 佐  村田実千男君 

施 設 課 第 ２ 係 長  高橋 文彦君 

業 務 課 課 長 補 佐  三矢 成由君 

業 務 課 課 長 補 佐  杉浦  勲君 

業 務 課 管 理 係 長  磯貝 光好君 

７．会議の経過 
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（午前10時00分開会） 

○事務局長（鳥居典光君） おはようございます。開会に先立ちまして、衣浦衛生組合職員及び

組合市の担当部課長をご紹介させていただきます。 

特別職は、管理者 禰冝田政信 碧南市長、副管理者 神谷坂敏 高浜市副市長、同じく副管

理者 金原 功 碧南市副市長、参与 吉岡初浩 高浜市長。 

一般職につきましては、先日の第１回議会協議会でご紹介させていただいておりますので、省

略させていただきます。 

組合市の担当部課長は、碧南市経済環境部長 松井高善、同じく環境課長 杉本広則、高浜市

市民総合窓口センター長 大岡英城、同じく市民生活グループリーダー 芝田啓二、以上で衣浦

衛生組合職員等の紹介といたします。 

それでは、今議会は議員改選後の最初の議会であります。地方自治法第107条の規定によりま

して、議長の選挙が終わりますまで年長の議員が臨時議長の職務を行うこととなっております。

本日ご出席の皆様の中で、黒川美克議員が年長の議員であります。 

それでは黒川美克議員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○臨時議長（黒川美克君） おはようございます。 

ただいま、ご紹介にあずかりました黒川美克でございます。議長の選挙の終わるまでの間、臨

時議長の職務を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○臨時議長（黒川美克君） ただいまの出席議員は10名であります。よって、平成28年第３回

衣浦衛生組合議会定例会は成立いたしました。よって、会議を開会いたします。 

これより会議に入ります。 

本日の議事日程表は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○臨時議長（黒川美克君） これより、管理者の招集あいさつをお願いいたします 

○管理者（禰冝田政信君） 議長、管理者。 

○臨時議長（黒川美克君） 管理者。 

○管理者（禰冝田政信君） 皆さん、おはようございます。 

議員各位には大変お忙しい中、全員の皆様にご出席をいただきまして、平成28年第３回衣浦

衛生組合議会定例会を開会できますことを心より厚くお礼を申し上げます。 

おかげさまで、当組合の諸事業につきましては、順調に運営をさせていただいているところで

ございます。 

去る５月８日の日曜日には、リサイクルプラザにおきましてフリーマーケットを開催し、

1,300人を超える来場者がありまして、大変盛り上がったところでございます。 

また、平成２６年度より着手しておりますクリーンセンター衣浦延命化工事の進捗状況も順調
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に推移をしております。 

本日、私どもから同意案件２件を上程させていただいておりますが、何とぞ慎重ご審議の上、

原案どおりご可決賜りますように、お願いを申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（黒川美克君） ただいま、管理者の招集あいさつが終わりました。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○臨時議長（黒川美克君） それでは、日程第１ 議席の指定を行います。 

会議規則第２条第１項の規定により、推薦により定めることとなっております。さきに開催さ

れました議会協議会での議員紹介の順に議席を定めることといたしたいと存じますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（黒川美克君） ご異議なしと認めます。よって、次のとおり決定いたしました。 

それでは、１番 磯貝明彦議員、２番 鈴木良和議員、３番 山中謙治議員、４番 林田  

要議員、５番 鈴木みのり議員、６番 神谷利盛議員、７番 浅岡保夫議員、８番 長谷川広昌

議員、９番 私、黒川美克、10番 北川広人議員、以上であります。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○臨時議長（黒川美克君） それでは、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36条の規定により、議長において、１番 磯貝明彦議員及び６

番 神谷利盛議員を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○臨時議長（黒川美克君） 日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（黒川美克君） ご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。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○臨時議長（黒川美克君） 日程第４ 衣浦衛生組合議会議長の選挙を行います。 

選挙の方法は、投票によることといたします。 

選挙を行います。議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（黒川美克君） ただいまの出席議員は10名であります。投票用紙を配付いたさせ

ます。 
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〔投票用紙配付〕 

○臨時議長（黒川美克君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（黒川美克君） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。 

〔投票箱点検〕 

○臨時議長（黒川美克君） 異状なしと認めます。念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、職員の点呼に応じて順次投票をお願いいたし

ます。 

点呼を命じます。 

○事務局長（鳥居典光君） はい。 

〔氏名点呼〕 

〔投票〕 

○臨時議長（黒川美克君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（黒川美克君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

議場の閉鎖を解きます。 

〔議場閉鎖解除〕 

○臨時議長（黒川美克君） 開票を行います。 

お諮りいたします。 

会議規則第31条の規定により、立会人に２番 鈴木良和議員及び７番 浅岡保夫議員を指名

いたします。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（黒川美克君） ご異議なしと認めます。 

よって、立会人に鈴木良和議員及び浅岡保夫議員を指名いたします。 

鈴木良和議員と浅岡保夫議員は立ち会いをお願いいたします。 

〔開票〕 

○臨時議長（黒川美克君） 選挙の結果を報告いたします。 

投票総数10票。有効投票10票。無効投票０票。うち白票が０票。有効投票中、北川広人議員

10票、以上のとおりであります。 

この選挙の法定得票数は３票であります。よって、北川広人議員が議長に当選されました。 

ただいま当選されました北川広人議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条に

よる当選の告知をいたします。 
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北川広人議員をご紹介いたします。当選のご挨拶をお願いいたします。 

○議長（北川広人君） ただいま全員の議員の皆様のご推挙を賜り、衣浦衛生組合議会の議長を

拝命することになりました。非常に身の引き締まる思いでございます。議員の皆様、そして管理

者始めとする職員の皆様のご協力のもとしっかりと努めてまいりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○臨時議長（黒川美克君） 議長が決まりましたので、私はこれをもちまして臨時議長の職務を

終わります。 

ご協力、まことにありがとうございました。 

〔議長 議長席に着席〕 

○議長（北川広人君） それでは、ただいまから議長として、日程にしたがい議事を進めさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北川広人君） 日程第５ 衣浦衛生組合議会副議長の選挙を行います。 

選挙の方法は投票によることといたします。 

選挙を行います。議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（北川広人君） ただいまの出席議員は10名であります。投票用紙を配付させます。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（北川広人君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（北川広人君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。 

〔投票箱点検〕 

○議長（北川広人君） 異状なしと認めます。 

念のために申し上げますが、投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載

の上、職員の点呼に応じて順次投票を願います。 

点呼を命じます。 

○事務局長（鳥居典光君） はい。 

〔氏名点呼〕 

〔投票〕 

○議長（北川広人君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（北川広人君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

議場の閉鎖を解きます。 
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〔議場閉鎖解除〕 

○議長（北川広人君） 開票を行います。 

お諮りいたします。 

会議規則第31条の規定により、立会人に３番 山中謙治議員及び８番 長谷川広昌議員を指

名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（北川広人君） ご異議なしと認めます。よって、立会人に、山中謙治議員及び長谷川広

昌議員を指名いたします。 

両議員、立ち会いをお願いいたします。 

〔開票〕 

○議長（北川広人君） 選挙の結果を報告いたします。 

投票総数10票。有効投票10票。無効投票０票。うち白票０票。有効投票中、林田 要議員９

票、鈴木みのり議員１票。 

以上のとおりであります。 

この選挙の法定得票数は３票であります。よって、林田 要議員が副議長に当選されました。 

ただいま当選されました林田 要議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条に

よる当選の告知をいたします。 

林田 要議員をご紹介いたします。当選のご挨拶をお願いいたします。 

○副議長（林田 要君） ただいま多くの議員各位のご推挙を賜りまして、副議長の職を拝命す

ることになりました、林田 要でございます。 

議長の補佐をいたしまして、皆様のご協力を仰ぎ、議会の円滑な運営に努めたいと思っており

ますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（北川広人君） ありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北川広人君） 日程第６ 同意第１号 衣浦衛生組合監査委員の選任についてを議題と

いたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（鳥居典光君） 議長、事務局長。 

○議長（北川広人君） 事務局長。 

○事務局長（鳥居典光君） ただいま議題となりました同意第１号 衣浦衛生組合監査委員の選

任について、提案理由の御説明を申し上げます。 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条第１項の規定により、衣浦衛生組合の監査委員

（識見を有する者）の選任について、下記のとおり議会の同意を求めるというものであります。

同意をお願いするのは、１、氏名 加藤仁康氏 ２、生年月日 ３、現住所につきましてはここ
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に記載のとおりでございます。 

識見を有する監査委員につきましては、平成28年６月１日付をもって任期を満了となります

ので、引き続き加藤仁康氏を選任したく、議会の同意をお願いするものであります。なお、同氏

の経歴等は参考資料１に掲げてあるとおりでございますので、御参照ください。 

以上、まことに簡単ではございますが、同意第１号の提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（北川広人君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑及び討論に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（北川広人君） 質疑及び討論もないようですので、これにて質疑及び討論を終結いたし

ます。 

これより、同意第１号の採決をいたします。本案は、原案のとおり同意することに賛成の議員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北川広人君） 挙手全員であります。よって、同意第１号は原案のとおり同意されまし

た。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北川広人君） 日程第７ 同意第２号 衣浦衛生組合監査委員の選任についてを議題と

いたします。 

この際、地方自治法第117条の規定により、鈴木みのり議員の退席を求めます。 

〔鈴木みのり議員退席〕 

○議長（北川広人君）本案についての、提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（鳥居典光君） 議長、事務局長。 

○議長（北川広人君） 事務局長。 

○事務局長（鳥居典光君） ただいま議題となりました同意第２号 衣浦衛生組合監査委員の選

任についてご説明を申し上げます。 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条第１項の規定により、衣浦衛生組合の監査委員

（議員選出）の選任について、下記のとおり議会の同意を求めるというものでございます。 

同意を賜りたい方は、１、氏名 鈴木みのり氏 ２、生年月日 ３、現住所につきましてはこ

こに記載のとおりでございます。 

組合議会議員選出の監査委員につきましては、組合市議会議員の改選により欠員となっており

ますので、新たに鈴木みのり氏を選任したく、議会の同意を求めるというものであります。経歴

等は参考資料１に掲げてあるとおりでございますので、御参照ください。 

以上で、同意第２号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 
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○議長（北川広人君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑及び討論に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（北川広人君） 質疑及び討論もないようですので、これにて質疑及び討論を終結いたし

ます。 

これより、同意第２号の採決をいたします。本案は、原案のとおり同意することに賛成の議員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北川広人君） 挙手全員であります。よって、同意第２号は原案のとおり同意されまし

た。 

除斥されております鈴木みのり議員に関する事件は終了いたしましたので、鈴木みのり議員の

出席を求めます。 

〔鈴木みのり議員着席〕 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北川広人君） この際、管理者より発言を求められておりますので、これを許します。 

○管理者（禰冝田政信君） 議長、管理者。 

○議長（北川広人君） 管理者。 

○管理者（禰冝田政信君） 皆様、どうも大変お疲れさまでございました。 

ただいま議会役員も決まりまして、新しくスタートされましたことを心より喜び申し上げます。

本日、私どもから提案させていただきました案件につきましては、慎重にご審議を賜り、原案の

とおりご決定を賜りまして、まことにありがとうございました。 

今後につきましても、ご指導を賜りますよう、お願いを申し上げましてお礼のご挨拶とさせて

いただきます。 

本日は、まことにありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北川広人君） 以上で、今期定例会の付議事件は全て終了いたしました。よって、平成

28年第３回衣浦衛生組合議会定例会は、これにて閉会いたします。 

慎重ご審議、まことにありがとうございました。 

 

 

（午前10時26分閉会） 

 



 

 

以上は、平成28年５月31日に行われた平成28年第３回衣浦衛生組合議会定例会の会議録で

あります。 
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