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平成 23 年四條畷市交野市清掃施設組合議会臨時会 

（第１回）議事録 

 

１．平成 23 年７月５日 四條畷市交野市清掃施設組合２階会議室において開催する。 

 

１．出席議員次のとおり 

１番議員 皿海 ふみ    ２番議員 野口 陽輔 

３番議員 友井 健二    ４番議員 黒田  実 

６番議員 栗原 俊子    ７番議員 吉田 裕彦 

８番議員 森本  勉    ９番議員 島  弘一 

１０番議員 岡山  毅   １１番議員 曽田 平治 

１２番議員 岸田 敦子 

 

１．欠席議員次のとおり 

５番議員 谷   巖 

 

１．理事者側出席者次のとおり 

管理者 田中 夏木    副管理者 中田 仁公 

副管理者 大井 俊道 

四條畷市新炉建設整備担当部長 響野  豊 

交野市環境部長 青山  勉 

 

１．事務局側出席者次のとおり 

事務局長 北崎 文雄    資源循環施設整備室長 西端 善夫 

事務局次長兼会計課長 奥田 浩樹 

事務局次長兼資源循環施設整備室上席主幹 梅垣 信一 

資源循環施設整備室副参事 中奥 雅俊 
資源循環施設整備室長代理 明田 清孝 

総務課長 太田 広治 

管理課長 上村 悟司 

 

１．議事日程次のとおり 

日程第１ 議会議案第 1号 議席の指定について 

日程第２         会議録署名議員指名 

日程第３         会期決定について 

日程第４ 議会議案第２号 副議長の選挙について 

日程第５ 報 告 第 1 号 平成22年度四條畷市交野市清掃施設組合会計継続費繰越計算書の報

告について 
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日程第６ 議会議案第３号 四條畷市交野市清掃施設組合議会会議規則の一部を改正する規則の

制定について 

日程第７ 同 意 第 １ 号 監査委員の選任について 

日程第８ 同 意 第 ２ 号 公平委員会委員の選任について 

 

（時に 13 時 56 分） 

１．議  長（黒田 実君） 若干早いんですが、本日はちょっと傍聴者もまだお見えになっておられ

ないんで、14 時 00 分定刻ということですけども、始めさせて頂いてよろしいですか。 

１．全  員 異議なし。 

１．議  長（黒田 実君） 皆さん、こんにちは。 

本日は、四條畷市交野市清掃施設組合議会臨時会第１回を招集いたしましたところ、議員の皆

さまにおかれましては、ご多忙のところご参集賜りまして、誠にありがとうございます。 

ご存じのとおり、四條畷市の議員の皆様におかれましては去る４月の選挙では大変厳しい中、

見事ご当選されましたことを心からお喜びを申し上げます。なお、今回当組合議会に、吉田裕彦

議員、森本勉議員、島弘一議員、岡山毅議員、曽田平治議員、岸田敦子議員をお迎えすることに

なりましたので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 

ただ今から、平成 23 年四條畷市交野市清掃施設組合議会臨時会第１回を開会いたします。 

開会にあたりまして、管理者よりご挨拶をお受けしたいと思います。田中管理者。 

１．管理者（田中夏木君） 皆さん、こんにちは。 

四條畷市交野市清掃施設組合議会第１回臨時会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

本日は議員の皆さまにおかれましては、何かとお忙しい中をご出席をいただき、誠にありがと

うございます。 

先ほど黒田議長さんからご報告がございましたとおり、四條畷市からの派遣議員としてご出席

をいただいております議員の皆さまには、去る４月 24 日に執行されました市議会議員選挙におき

まして見事にご当選の栄に浴されましたことを、心からお祝いを申し上げる次第でございます。 

改めまして皆さまのご活躍をお祈り申し上げますとともに、今後とも本組合運営にお力添えい

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

さて、第１回臨時会にご提案申し上げております議案は、議会におきましては新たに四條畷市

からの派遣議員のご就任に伴います議席の指定、副議長の選挙、並びに組合議会会議規則の一部

改正についての３議案を、また私どもからは、平成22年度本組合会計の継続費繰越計算書の報告、

並びに監査委員及び公平委員の選任同意についてお願いを申し上げております。何卒よろしくご

審議を賜り、ご可決並びにご同意賜りますようお願い申し上げます。 

新ごみ処理施設整備事業につきましては、現在継続事業として環境影響評価の現況調査を１月

から実施しており、６月には施設整備計画仕様書等作成業務の委託契約を締結し、基本設計書の

作成に着手したところであります。 

四條畷市、交野市両市の将来に向けた安定したごみ処理の実現を目指して取り組みを進めてま

いる所存でございますので、よろしくご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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誠に簡単ではございますが、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

１．議  長（黒田 実君） ありがとうございました。 

それでは次に、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

１．事務局長（北崎文雄君） それではご報告申し上げます。 

本日の会議におけます、議員の出席状況についてご報告申し上げます。谷議員さんから欠席の

旨、議長あてにご報告がございまして、本日は 11 名のご出席をいただいてございます。 

次に、前定例会閉会後、本日までの諸般につきましてご報告申し上げます。 

去る４月 27 日には平成 22 年度に係る３月分を、５月 26 日には平成 22 年度に係る４月分及び

平成 23 年度に係る４月分を、６月 29 日には平成 22 年度に係る５月分及び平成 23 年度に係る５

月分の現金出納検査がそれぞれ行われ、その結果報告書が議長あてに提出されてございます。 

お手元に配布させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。なお、監査、検査

に付しました関係書類は事務局にて保管してございますので、併せてご報告申し上げます。 

以上でご報告を終わらせていただきます。 

１．議  長（黒田 実君） 引き続きまして事務局より議事日程の報告をいたさせます。事務局。 

１．事務局（奥田浩樹君） （議案書にて朗読） 

１．議  長（黒田 実君） 日程第１議会議案第 1号議席の指定についてを議題といたします。 

事務局をして朗読いたさせます。事務局。 

１．事務局（奥田浩樹君） （議案書にて朗読） 

１．議  長（黒田 実君） 議席の指定については会議規則第４条第２項の規定により、議長におい

て議席指定を申し上げます。ただ今の席を、議席といたしますので、ご了承いただきたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

１．全  員 異議なし。 

１．議  長（黒田 実君） ご異議なしと認めます。それでは議席指定を申し上げます。 

１番皿海議員、２番野口議員、３番友井議員、４番黒田議員、５番谷議員、６番栗原議員、７

番吉田議員、８番森本議員、９番島議員、10 番岡山議員、11 番曽田議員、12 番岸田議員、以上の

議席をもって決定いたします。 

１．議  長（黒田 実君） 日程第２会議録署名議員指名を議題といたします。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第 81 条の規定により議長において指名申し上げます。１番 

皿海議員、２番野口議員を指名いたします。 

１．議  長（黒田 実君） 日程第３会期決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。平成 23 年７月５日開会の四條畷市交野市清掃施設組合議会臨時会第１回に

おける会期は、本日１日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。 

１．全  員 異議なし。 

１．議  長（黒田 実君） ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定いたしました。 

日程第４議会議案第２号副議長の選挙についてを議題といたします。事務局をして朗読いたさ

せます。事務局。 

１．事務局（奥田浩樹君） （議案書にて朗読） 
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１．議  長（黒田 実君） なお、当組合議会申し合わせ事項によりまして、議長は交野市、副議長

は四條畷市となっております。本件の副議長選挙につきましては四條畷市の派遣議員の中からご

推挙願いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

１．全  員 異議なし。 

１．議  長（黒田 実君） ご異議なしと認めます。ここで暫時休憩いたします。 

 

（時に14時5分） 

（時に14時18分） 

 

１．議  長（黒田 実君） 再開いたします。休憩中に副議長の選挙について四條畷市の派遣議員の

ご一同にお願いをいたしました結果をご報告願います。曽田議員、よろしくお願いいたします。 

１．11 番議員（曽田平治君） 四條畷市の曽田平治でございます。貴重なお時間頂きましてありがとう

ございました。別室におきまして副議長の選挙の件について協議を致しました結果、副議長に四

條畷市から岡山毅議員を推挙したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

１．議  長（黒田 実君） ご苦労様でした。ただ今、四條畷市の曽田議員よりご報告がありました

とおり、副議長には岡山議員をご推挙されました。 

ここでお諮りいたします。日程第４議会議案第２号副議長の選挙については、ただ今ご推挙さ

れました岡山議員を副議長の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

１．全  員 異議なし。 

１．議  長（黒田 実君） ご異議なしと認めます。よって、議会議案第２号副議長の選挙について

は、推挙のとおり当選されました。本日付にて岡山議員を副議長として告知申し上げます。 

それでは岡山議員に副議長就任のご挨拶をお願いいたします。 

１．10 番議員（岡山 毅君） ただ今ご推挙いただきました岡山毅でございます。副議長ということで、

選挙の結果、当選いたしましたのでお受けいたします。今後とも交野、四條畷、清掃組合の議事

運営に携わることでございますが、市長と共々、力を添えて議会運営にひとつ皆さんのご協力を

よろしくお願いいたします。本当に今日は御苦労様でした。 

１．議  長（黒田 実君） ありがとうございました。ご苦労をおかけいたしますが、今後ともよろ

しくお願いいたします。日程第５報告第１号平成 22 年度四條畷市交野市清掃施設組合会計継続費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。 

事務局をして朗読いたさせます。事務局。 

１．事務局（奥田浩樹君） （議案書にて朗読） 

１．議  長（黒田 実君） 朗読が終りましたので、理事者より繰越計算書の内容説明をいたさせま

す。事務局次長。 

１．事務局次長兼会計課長（奥田浩樹君） それでは、ご報告を申し上げますので、恐れ入りますが議

案書の報告第１号の次のページにございます繰越計算書をご覧いただきたいと存じます。 

平成 22 年度四條畷市交野市清掃施設組合会計継続費繰越計算書でございます。 

（款）４建設事業費、（項）１建設事業費、事業名新ごみ処理施設に係る環境影響調査事業でご

ざいます。この事業につきましては、平成 20 年度から平成 24 年度にわたります５ヶ年の継続事
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業でございます。継続費の総額でございますが、２億 1,000 万円となってございます。 

次に平成 22 年度継続費予算現額でございますが、予算計上額 1,800 万円でございまして、前年

度逓次繰越額 3,000 万円であり、計 4,800 万円の予算現額となってございます。 

支出済み及び支出見込額でございますが、3,000 万円ということでございまして、残額が 1,800

万円となってございます。この 1,800 万円を翌年度へ逓次繰越をいたします。よって、翌年度逓

次繰越額が 1,800 万円ということになってございます。その財源の内訳でございますが、一般財

源の繰越金といたしまして 1,800 万円ということになってございます。 

以上でご報告を終わらせて頂きます。 

１．議  長（黒田 実君） 内容説明はお聞きの次第でございます。本件は報告案件でございますが、

この際でございますので、何かございませんか。12 番岸田議員。 

１．12 番議員（岸田敦子君） １点だけお伺いしたいと思います。環境影響調査に係わって、先日議員

対象の見学会と市民対象の見学会の案内をいただきました。今日もホームページで見たら見学会

の案内について掲載されていて、これについては土壌調査の時に、私なんかも市民に公表しなが

ら調査を進めよということを提案させていただいたりしましたんで、そうしたことによるところ

かなと思いますので、評価も一定したいと思いますが、この調査自体についての市民の反応はど

うなっているのかなということをちょっとお伺いしたいと思います。特に下田原とか生駒の住民

の方々は環境影響調査自体に対してはどういう反応を示しておられるのか、お伺いします。 

１．議  長（黒田 実君） 岸田議員、本議案については直接報告案件についてですね、関係はです

ね、今の質問内容からはないのかなと思うんですが、事務局の方で簡潔にお答えできますか。 

そしたら、北崎局長。 

１．事務局長（北崎文雄君） 議員の方から申されましたように、８月の段階で一定、市民を対象とし

た現況調査の説明会、見学会を開催させていただきます。地元の見学会に対する反応というのは

聞いてございません。これまでの現地調査につきましては調査をする折々に、地元の方に情報を

お流しし、ご理解を頂いておるという状況でございますんで、調査については一定ご理解をいた

だいておるものと思ってございます。以上でございます。 

１．議  長（黒田 実君） 12 番岸田議員 

１．12 番議員（岸田敦子君） 直接関係ないというその判断の違いもあるのかなと思いますけど、若干、

環境影響調査自体に対しても住民の方々が要望も出されたというようなことも聞いておりました

のでね、一定その内容をお伺いしたいなと。交野の議員の方にもその辺を知っていただけたらと

思って質問させていただきました。この案件は採決ではないということですので、あまり多く言

いませんけれども、４月から調査を色々されているということではありますが、住民合意がまだ

得られてない中で、その調査をどんどん進めていくというのではなくて、やはり住民合意を得る

ことを基本に、予定地変更も含めて住民の皆さんと話し合いを進めていただきたい。で、住民合

意が得られていないうちは、影響調査についても待つべきだと、これは私の意見を申し述べて以

上で終わります。 

１．議  長（黒田 実君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（黒田 実君） ないようでございますので、以上をもって報告第１号の報告を終了いた
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します。 

 １．議  長（黒田 実君） 日程第６議会議案第３号四條畷市交野市清掃施設組合議会会議規則の一 

    部を改正する規則の制定についてを議題といたします。事務局をして朗読いたさせます。事務局。 

１．事務局（奥田浩樹君） （議案書にて朗読） 

１．議  長（黒田 実君） 朗読が終りましたので、提出者の島議員より議会議案第３号の提案理由

の説明を求めます。島議員。 

１．９番議員（島 弘一君） 提案理由を述べます。ただ今議題となりました議会議案第３号四條畷市

交野市清掃施設組合議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、議案書に記載の賛成者

と共に提出者として提案理由を申し上げます。 

本組合議会会議規則について地方自治法一部改正により、会議規則中の引用する条項を改正す

る必要があることや、本組合議会に適正、適合かつ効率的な議会運営を図るため、所要の改正を

行うほか、字句等の整備を行いたく、本案を提案させていただいた次第でございます。 

どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

１．議  長（黒田 実君） 引き続きまして、議会議案第３号についての内容説明をいたさせます。

なお内容説明につきましては、これまでに事前にご周知している経過や、送り仮名や促音の改正

箇所が多く含まれるため、ポイントを絞った説明でお願いいたします。事務局。 

１．事務局（奥田浩樹君） それでは議会議案第３号四條畷市交野市清掃施設組合議会会議規則の一部

を改正する規則の制定につきましての内容説明を申し上げます。 

まず初めに、この度の会議規則の一部改正につきましては、本組合議会に適合かつ効率的な議

会運営を図るための所要の改正及び字句等の整備などに係るものでございます。 

改正の主なポイントについてご説明させていただきます。 

それでは、参考資料に基づきご説明させていただきたいと存じますので、恐れ入りますが新旧

対照表の２ページ、３ページをお開きいただきたいと存じます。 

まず、第４条でございますが、第１項中の「 初の議会において」及び第２項を削り、議員の

議席については全て議長が定めることに改め、第３項を第２項に、第４項を第３項に繰り上げる

ものでございます。 

次に第 10 条第１項では休会とする規定に土曜日も含みますことから、「日曜日及び」を「四條

畷市交野市清掃施設組合の」に改め、同条第４項では地方公共団体の組合について、準用する地

方自治法の規定、「法第 292 条において準用する法」を加えるものでございます。 

次に４ページ、５ページをご覧いただきたいと存じます。ここでは、送り仮名や促音などの字

句等の改正をしようとするものでございます。 

次に６ページ、７ページをご覧いただきたいと存じます。第 37 条では委員会の規定を削ること

から、見出しを「（議案等の説明及び質疑）」に改め、同条第１項中「、第 138 条（請願の委員会

付託）に規定する場合を除き」を削り、「質疑の後、議長が所管の常任委員会に付託し、又は議会

の議決で特別委員会に付託する」を「、質疑に付さなければならない」に改め、同条第２項中「又

は委員会の付託」を削るものでございます。また同様に委員会に係わります規定、第 38 条から 41

条及び８ページ、９ページにまたがりますけれども、第 44 条から 46 条を削るものでございます。 

次に 10 ページ、11 ページをご覧いただきたいと存じます。10 ページから 15 ページにかけまし
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ては、主に送り仮名や促音などの字句等の改正、及び委員会に係る規則の条項の削除に伴います

条項の繰上げによる条番号の改正をしようとするものでございます。 

次に 16 ページ、17 ページをご覧いただきたいと存じます。16 ページ以降 29 ページにかけまし

て、本組合議会に適合かつ効率的な議会運営を図ることから第２章委員会の規定を全て削除しよ

うとするものでございます。 

次に 30 ページ、31 ページをご覧いただきたいと存じます。第３章中の委員会に係る規定、第

138 条から第 140 条を削り、第３章を第２章に繰り上げるものでございます。 

次に 32 ページ、33 ページをご覧いただきたいと存じます。第４章中委員会に係る規定、第 146

条を削り、第 147 条では地方公共団体の組合について準用する地方自治法「法第 292 条において

準用する」の規定を加え、第４章を第３章に繰り上げるものでございます。 

次に 34 ページ、35 ページをご覧いただきたいと存じます。第５章の第 149 条中「又は委員会の

会議室」の委員会に係る規定を削るものでございまして、また、第 154 条中「又は委員会の会議

室」及び「又は委員長」の委員会に係る規定を削り、「文書等」を「文書等の」に改め、第５章を

第４章に繰り上げるものでございます。 

次に 36 ページ、37 ページをご覧いただきたいと存じます。第６章の委員会に係る第 158 条を削

り、第 161 条中「又は委員会」及び「又は委員長」の委員会に係る規定を削り、第６章を第５章

に繰り上げるものでございます。 

次に第７章の第 163 条では地方公共団体の組合について準用する地方自治法の規定を加え、ま

た、地方自治法が一部改正され、法が施行されたことに伴いまして「法第 100 条第 12 項」を「法

第 292 条において準用する法第 100 条第 13 項」に改めるとともに、第７章を第６章に、第８章を

第７章にそれぞれ繰り上げるものでございます。 

以上、誠に簡単ではございますが、議会議案第３号四條畷市交野市清掃施設組合議会会議規則

の一部を改正する規則の制定につきましての内容説明とさせていただきますので、よろしくご審

議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 

１．議  長（黒田 実君） 提案理由及び内容説明はお聞きの次第でございます。これより質疑に入

ります。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（黒田 実君） 質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（黒田 実君） 討論なしと認めます。お諮りいたします。議会議案第３号四條畷市交野

市清掃施設組合議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、原案のとおり決することに

ご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（黒田 実君） ご異議なしと認めます。よって、議会議案第３号四條畷市交野市清掃施

設組合議会会議規則の一部を改正する規則の制定については原案のとおり可決されました。 

１．議  長（黒田 実君） 日程第７同意第１号監査委員の選任についてを議題といたします。曽田 

議員、しばらくの間退席をお願いいたします。 

（11 番議員 曽田平治議員 退席） 
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１．議  長（黒田 実君）ここで議案書の差し替えをさせていただきます。 

それでは事務局をして朗読いたさせます。事務局。 

１．事務局（奥田浩樹君） （議案書にて朗読） 

１．議  長（黒田 実君） 朗読が終りましたので、管理者より同意第１号についての提案理由の説

明を求めます。田中管理者。 

１．管理者（田中夏木君） ただ今、議題となりました同意第１号監査委員の選任についての提案理由

を申し上げます。 

本組合監査委員（議員内選出）大川泰生氏は平成 23 年４月 30 日付けにて任期満了となった事

に伴いまして、その後任者として曽田平治氏を選任いたしたく、本案を提案した次第であります。

よろしくご審議のうえ、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

１．議  長（黒田 実君） 提案理由の説明はお聞きの次第でございます。これより質疑に入ります。

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（黒田 実君） 質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論はございませんか。

12 番、岸田議員。 

１．12 番議員（岸田敦子君） 四條畷市選出の日本共産党市会議員団の岸田敦子です。私は同意第１号 

監査委員の選任について反対の立場で討論します。 

本議会の申し合わせとして、議長は交野市から、副議長、監査委員は四條畷市からとあり、そ

れらの選任はそれぞれの議会の派遣議員が話し合って民主的に決めるというのが今までの通例と

してありました。私も合意できるならばそうあることが望ましいと思っていますし、反対する理

由は、曽田議員が監査委員として不適格ということではありません。合意できないのは数の力で

押し切る不公平なやり方が目に余るという点です。四條畷市議会では議長などの三役や委員会の

正副委員長などの配分を少数会派や無会派にも配慮して比較的公平に行われてきました。その点

から今回の副議長、監査委員の選任にあたってもその配慮がなされるべきですが、曽田議員はす

でに四條畷市議会で常任委員会と特別委員会の２つの委員会で委員長を務めておられます。そし

て一番納得がいかないのは、この問題について６月 24 日に四條畷の派遣議員の間で一定結論に至

っていたと思っていたことが、７月４日に数の力で覆されるという出来事がありました。こうし

た不公正、不公平な過程があることからこの監査委員の選任には同意できません。以上の事から

同意第１号は認められないと述べ、討論といたします。 

１．議  長（黒田 実君） １番、皿海議員。 

１．１番議員（皿海ふみ君） 交野の共産党市会議員団の皿海です。同意第１号につきましては、四條

畷の派遣議員の皆さんの中で、十分な合意と納得が得られていないようですので、そうした中で

の提案につきましては私としても同意できないという事を申し上げまして、反対の討論と致しま

す。 

１．議  長（黒田 実君） 他にございませんか。これをもって討論を終結いたします。 

お諮りいたします。同意第１号監査委員の選任については、原案のとおり同意することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

起立多数であります。よって、同意第１号監査委員の選任についてはこれに同意することに決
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しました。 

曽田議員の着席を求めます。 

（11 番議員 曽田平治議員 着席） 

１．議  長（黒田 実君） ただ今、議員内選任監査委員に選任同意されました曽田議員よりひと言

ご挨拶をお願いいたします。 

１．11 番議員（曽田平治君） 四條畷市の曽田でございます。ただ今、監査の拝命をいただきました。

誠にありがとうございました。新炉建設に向けての大変大切な時期でございます。公明正大な監

査に努めてまいりますので、今後とも皆さまのご指導、ご鞭撻賜りますようよろしくお願い申し

上げまして簡単ではございますが、就任のご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうござ

いました。 

１．議  長（黒田 実君） ありがとうございました。どうかよろしくお願いいたします。日程第８ 

同意第２号公平委員会委員の選任についてを議題といたします。事務局をして朗読いたさせます。

事務局。 

１．事務局（奥田浩樹君） （議案書にて朗読） 

１．議  長（黒田 実君） 朗読が終りましたので、管理者より同意第２号についての提案理由の説

明を求めます。田中管理者。 

１．管理者（田中夏木君） ただ今、議題となりました同意第２号公平委員会委員の選任についての提

案理由を申し上げます。 

本組合公平委員会委員、竹内敦男氏は平成 23 年７月９日付けにて任期満了でありますが、適任

と認め引き続き選任いたしたく本案を提案した次第でございます。よろしくご審議のうえ、ご同

意賜りますようお願い申し上げます。 

１．議  長（黒田 実君） 提案理由の説明はお聞きの次第でございます。これより質疑に入ります。

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（黒田 実君） 質疑なしと認めます。これより同意第２号についての討論に入ります。

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（黒田 実君） 討論なしと認めます。 

お諮りいたします。同意第２号公平委員会委員の選任については原案のとおり同意することに

ご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（黒田 実君） ご異議なしと認めます。よって、同意第２号公平委員会委員の選任につ

いては原案のとおり同意されました。 

１．議  長（黒田 実君） これにて、本会議に付託された案件の審議は全て終了いたしました。閉 

会にあたりまして、管理者よりご挨拶をお受けしたいと思います。田中管理者。 

１．管理者（田中夏木君） 第１回臨時議会の閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

本日の組合議会におきましては、新しく副議長に岡山議員さんのご就任をいただき、また監査

委員に曽田議員さんの選任にご同意をいただいたところでございます。また議会案件の組合議会



10 
 

会議規則の一部改正や公平委員会委員の選任のご同意などの案件につきまして、慎重なるご審議

のうえ、ご可決、ご同意賜りまして誠にありがとうございました。 

さて、新ごみ処理施設整備事業につきましては開会の挨拶の中で申し上げましたように、環境

影響調査や基本設計書作成などの必要な事業の取り組みを進めさせていただいているところであ

りますが、事業の推進にあたりましては近隣住民の皆さまのご理解は大きな要素であると認識を

いたしております。副管理者の中田市長共々、引き続き説明会や会合などの開催を通じ、ご理解、

ご協力を得るための努力を重ねてまいりたいと存じております。 

議員の皆さまには新炉建設事業に何卒ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

後になりましたが、議員の皆さまには７月に入り暑さ厳しくなる季節になりますことから、

ご自愛をいただき、より一層のご活躍を祈念申し上げます。特に交野市の派遣議員の皆さんにと

りましては、来る９月に市議会議員の選挙が予定されていると聞き及んでおりますが、暑い 中

の選挙戦になると思われますので、健康にご留意をいただき、ご健闘されますよう心からお祈り

申し上げます。 

閉会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

本日は誠にありがとうございました。 

１．議  長（黒田 実君） 以上をもちまして、平成 23 年四條畷市交野市清掃施設組合議会臨時会第

１回を閉会いたします。 

慎重審議賜り、誠にありがとうございました。 

（時に 14 時 50 分） 
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以上、会議の顛末を記載し、相違なきことを証するためここに署名する。 
平成 23 年 7 月 5 日 

 
                              四條畷市交野市清掃施設組合議長 

                                     黒 田   実                             

                             四條畷市交野市清掃施設組合議員 
                                      皿 海 ふ み 

                         四條畷市交野市清掃施設組合議員 
                                 野 口 陽 輔 




