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平成 24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 24年７月６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 兼田 龍洋    ２番議員 久保田 哲 

３番議員 松本 直高    ４番議員 友井  健二 

５番議員 黒田 実     ６番議員 中上  さち子 

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．理事者側出席者次のとおり 

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兼室長代理 吉岡 靖夫 

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 会議録署名議員指名 

日程第２ 会期決定について 

日程第３ 四條畷市交野市清掃施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る技術管理者の資格

を定める条例の制定について 

日程第４ 監査委員の選任について 
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（時に 14時 8分） 

 

１．議  長（友井健二君） 皆さん、こんにちは。 

本日は臨時会という事で、時間ちょっと遅くなりました。臨時会終わった後のですね、組合の

議員様にお伝えすると言うか、ご報告の件で臨時会の開会が遅くなりました事をまずもってお詫

びさせていただきたいと思います。 

それでは、本日は四條畷市交野市清掃施設組合議会第１回臨時会が招集されましたところ、議

員各位におかれましては、何かと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。 

ただ今から平成 24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、副管理者よりご挨拶をお受けしたいと思います。中田副管理者。 

１．副管理者（中田仁公君） こんにちは。 

本日は、四條畷市交野市清掃施設組合議会第１回臨時会をご招集申し上げましたところ、議員

の皆さまにおかれましては、何かとお忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

本日は管理者の田中市長におかれましては体調を崩され、欠席させていただいておりますので、

私から開会にあたりましてのご挨拶を申し上げます。 

まず、５月８日にご逝去なされました故 村太一様には生前における本組合代表監査委員のご

功績に感謝を申し上げますとともに、ご冥福をお祈り申し上げる次第でございます。 

さて、本日の第１回臨時会におきましては、四條畷市交野市清掃施設組合が設置する一般廃棄

物処理施設に係る技術管理者の資格を定める条例の制定及び監査委員の選任同意の２議案をお願

い申し上げております。 

何卒よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございま

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。 

１．議  長（友井健二君） 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） それではご報告を申し上げます。 

本日の会議におけます、議員の出席状況につきましてご報告申し上げます。本日は全員のご出

席をいただいてございます。 

次に、前定例会閉会後の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 19日には３月分を、５月 30日には平成 23年度に係る４月分、及び平成 24年度に係

る４月分を、６月 26日には平成 23年度に係る５月分、及び平成 24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おり、お手元に配布させていた

だいてございます。なお、検査に付しました関係書類等は事務局にて保管してございますので、

併せてご報告を申し上げます。 

以上で、ご報告を終わらせていただきます。 

１．議  長（友井健二君） 議事日程につきましては本日机上に配布しておりますとおりといたしま

す。 

１．議  長（友井健二君） 日程第１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 74 条の規定により議長において指名申し上げます。９番 
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島議員、10番岡山議員を指名いたします。 

１．議  長（友井健二君） 日程第２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 24年７月６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（友井健二君） 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。 

１．議  長（友井健二君） 日程第３議案第７号四條畷市交野市清掃施設組合が設置する一般廃棄物

処理施設に係る技術管理者の資格を定める条例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（友井健二君） 朗読が終わりましたので、理事者より議案第７号についての提案理由の

説明をいたさせます。中田副管理者。 

１．副管理者（中田仁公君） ただ今、議題となりました議案第７号四條畷市交野市清掃施設組合が設

置する一般廃棄物処理施設に係る技術管理者の資格を定める条例の制定についての提案理由を申

し上げます。 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

により、廃棄物の処理に係る処理及び清掃に関する法律の一部が改正されたことに伴い、一般廃

棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する技術管理者の資格要件を条例で定める

必要が生じたため、本案を提案した次第でございます。 

宜しくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

１．議  長（友井健二君） 引き続きまして、議案第７号についての内容説明をいたさせます。事務

局長。 

１．事務局長（北崎文雄君） ただ今議題となりました議案第７号四條畷市交野市清掃施設組合が設置

する一般廃棄物処理施設に係る技術管理者の資格を定める条例の制定につきまして、内容のご説

明を申し上げます。 

一般廃棄物処理施設における技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 21条第１項

において、施設に置く事が義務付けられております。 

この資格要件は同条第３項において、環境省令で定めることになっておりましたが、この度の

一部改正によりまして技術管理者の資格要件は環境省令で定める基準を参酌して本組合において

条例の整備を行う事が必要になりました事から、本臨時会で上程しようとするものでございます。

内容につきましてご説明申し上げますので、議案書をご覧いただきたいと存じます。 

第１条ではこの条例は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくものである主旨を定めてご

ざいます。第２条では技術管理者の資格を第１号から第 11号まで定めてございます。 

まず第１号、及び第２号は技術士法の規定による者を、第３号は２年以上の環境衛生指導員の

職にあった者を、第４号から第９号までは、学校教育法に基づく大学等で習得した知識と経験年

数を有している者を、第 10 号は経験年数のみを有している者を、第 11 号は第３号から前号に掲

げる者と同等以上の知識と技能を有すると認められる者と定めてございます。附則では施行期日

を定めてございます。 
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以上、誠に簡単ではございますが、四條畷市交野市清掃施設組合が設置する一般廃棄物処理施

設に係る技術管理者の資格を定める条例の制定につきましてのご説明とさせていただきます。 

宜しくご審議を頂きまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

１．議  長（友井健二君） 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。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（友井健二君） 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（友井健二君） 討論なしと認めます。お諮りいたします。議案第７号四條畷市交野市清

掃施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る技術管理者の資格を定める条例の制定について、

原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

１．全  員 異議なし。 

１．議  長（友井健二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７号四條畷市交野市清掃施設組

合が設置する一般廃棄物処理施設に係る技術管理者の資格を定める条例の制定については、原案

のとおり可決されました。 

１．議  長（友井健二君） 日程第４ 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。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（友井健二君） 朗読が終わりましたので、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。中田副管理者。 

１．副管理者（中田仁公君） ただいま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（識見者の中から選任すべき委員）、 村太一氏は平成 24 年５月８日に死去さ

れましたので、その後任者として山口幸三氏を選任いたしたく、本案を提案した次第でございま

す。 

よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

１．議  長（友井健二君） 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（友井健二君） 質疑なしと認めます。これより同意第１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（友井健二君） 討論なしと認めます。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ご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（友井健二君） ご異議なしと認めます。よって、同意第１号監査委員の選任については、

原案のとおり同意されました。 

１．議  長（友井健二君） これにて本会議に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 
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閉会にあたりまして、副管理者よりご挨拶をお受けしたいと思います。中田副管理者。 

１．副管理者（中田仁公君） 第１回臨時会の閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

本日は、技術管理者の資格を定める条例、並びに監査委員の選任の２議案につきまして、ご可

決並びにご同意を賜りまして、誠にありがとうございます。 

さて、新炉建設に係る事業につきましては、環境影響評価の準備書の作成や、都市計画決定の

事務手続きにおいて、関係機関との調整などに若干の時間を要しておりますが、着実な処理場の

取り組みに努めてまいりたいと存じておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

また、事業の推進に当たりましてはとりわけ、近隣住民のみなさまのご理解が重要であります

事から、関連情報のご提供やご説明、会合の場などを通じての住民のみなさまのご意見も十分に

聞かせていただきながら、取り組みを進めてまいりたいと存じております。 

議員の皆さまには今後とも、事業の推進に向けまして、より一層のご支援、ご協力を賜ります

よう、お願いを申し上げまして、誠に簡単ではございますが、閉会にあたりましてのご挨拶とさ

せていただきます。本日はありがとうございました。 

１．議  長（友井健二君） 以上をもちまして、平成 24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。 

諸案件の審議にあたりまして、慎重審議賜り、誠にありがとうございました。 

 

（時に 14時 20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２４年７月６日 

 

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

                                      友 井 健 二 

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

                                      岡 山   毅 

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

                                      島   弘 一 

 

 

 


