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令和元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．令和元年７月９日 四條畷市交野市清掃施設組合 管理棟２階大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 藤田 茉里    ２番議員 黒瀨 雄大 

３番議員 久保田 哲    ４番議員 三浦 美代子 

５番議員 新  雅人    ６番議員 中上 さち子 

７番議員 吉田 涼子    ８番議員 大矢 克巳 

９番議員 森本  勉   １０番議員 渡辺  裕 

１１番議員 瓜生 照代   １２番議員 岸田 敦子 

 

１．理事者側出席者次のとおり 

管理者  東 修平 

副管理者 黒田 実 

副管理者 林 有理 

四條畷市市民生活部長 山本 良弘 

交野市環境部長 濱中 嘉之 

 

１．事務局側出席者次のとおり 

事務局長 二神 和則 

事務局次長兼会計課長 奥田 浩樹 

事務局副参事 梅垣 信一 

事務局副参事 谷辻 和彦 

総務課長 太田 広治 

管理課長 後藤 弘宣 

施設課長 上村 悟司 

総務課長代理 木邨 信吉 

 

１．議事日程次のとおり 

日程第１  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 議会選挙第１号 副議長の選挙について 

日程第５ 議案第５号 令和元年度四條畷市交野市清掃施設組合会計補正予算（第１号）について 

日程第６ 同意第１号 監査委員の選任について 

日程第７ 同意第２号 公平委員会委員の選任について 
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（時に１３時５８分） 

１．議  長（久保田哲君） 定刻前ですけど、皆さんお揃いですので始めさせていただいてもよろしい

でしょうか。 

（「はい、どうぞ」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（久保田哲君） 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回を招集されましたところ、議員の皆様方におかれましてはご多忙のところご参集いただきまし

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方におかれましては、去る４月の選挙では大変厳しい中、

見事当選されましたこと、心よりお喜びを申し上げます。 

なお今回、当組合議会に吉田涼子議員、大矢克巳議員、森本勉議員、渡辺裕議員、瓜生照代議員、

岸田敦子議員をお迎えすることとなりました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

では、ただ今から令和元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受けたいと思います。管理者。 

１．管 理 者（東 修平君） 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、議員の皆様におかれましては、何かとご多用の中をご出席賜り、誠にありがとうございま

す。 

先ほど、久保田議長の方からご報告がございましたとおり、四條畷市から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おかれましては、去る４月の統一地方選挙におきまして、見事に

選挙戦を勝ち抜かれてご当選されましたことを、心からお祝いを申し上げる次第でございます。 

新たにご就任いただく議員の皆様、今後とも、本組合運営にお力添えをいただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

さて、本日の第１回臨時会では、議会におきましては、四條畷市からの新たな派遣議員のご就任に

伴います、副議長の選挙を、また、私どもからは、補正予算（第１号）についての議案、並びに監査

委員の議員内選任の同意、公平委員会委員の選任の同意を、お願い申し上げております。 

よろしくご審議を賜り、ご可決並びにご同意いただきますようお願い申し上げまして、簡単ではご

ざいますが挨拶に替えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

１．議  長（久保田哲君） 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（二神和則君） 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きまして、ご報告を申し上げます。本日は、全員のご出

席をいただいております。 

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を申し上げます。 

去る３月 27 日には２月分を、４月 25 日には３月分を、５月 29 日には 30 年度に係る４月分及び

31 年度に係る４月分を、６月 27 日には平成 30 年度に係る５月分及び令和元年度に係る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ますので、お手元に配布

させていただいております。 

なお、検査に付しました関係書類等は事務局で保管してございますので、併せてご報告をさせてい
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ただきます。以上、報告を終わらせていただきます。 

 

１．議  長（久保田哲君） 議事日程につきましては、本日、机上に配布いたしておりますとおりとい

たします。 

１．議  長（久保田哲君） 日程第１ 議席の指定についてを議題といたします。 

議席の指定につきましては、会議規則第４条第１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、ご了承を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。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（久保田哲君） 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番藤田議員、２番黒瀨議員、３番久保田議員、４番三浦議員、５番新議員、６番中上議員、７番

吉田議員、８番大矢議員、９番森本議員、10番渡辺議員、11番瓜生議員、12番岸田議員、以上の議

席をもって決定といたします。 

１．議  長（久保田哲君） 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 74 条の規定により議長において指名申し上げます。10 番渡辺議員、11 番瓜生議

員を指名いたします。 

１．議  長（久保田哲君） 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。令和元年７月９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日といたしますが、これにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（久保田哲君） 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（久保田哲君） 日程第４ 議会選挙第１号副議長の選挙についてを議題といたします。 

なお、本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。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（久保田哲君） ご異議なしと認めます。ここで、暫時休憩に入らせていただきます。 

 

（時に１４時０４分） 

（時に１４時１４分） 

 

１．議  長（久保田哲君） 休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

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の皆さま方にお願いをいたしまし

た結果をご報告願います。岸田議員、よろしくお願いいたします。 

１．12 番議員（岸田敦子君） 四條畷市の岸田でございます。貴重なお時間をいただきまして、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、協議をさせていただきました結

果、副議長には四條畷市から森本議員を推挙いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

１．議  長（久保田哲君） ご苦労さまでございました。ただ今、四條畷市の岸田議員よりご報告があ
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りましたとおり、副議長には森本議員をご推挙されました。 

ここでお諮りいたします。議会選挙第１号副議長の選挙については、ただ今ご推挙されました森本

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（久保田哲君） ご異議なしと認めます。よって、議会選挙第１号副議長の選挙については、

推挙のとおり森本議員が当選されました。 

本日付けにおいて森本議員を副議長として告知申し上げます。それでは、森本議員に副議長就任の

ご挨拶をお願いいたします。 

１．副 議 長（森本 勉君） 皆さん、こんにちは。この度、皆さま方のご推挙をいただきまして、副議

長の重責を担わせていただく事になりました森本でございます。久保田議長様をお支えして公正公

平な議会運営ができますように、尽力させていただきますので、どうぞご協力よろしくお願い申し上

げます。ありがとうございます。 

１．議  長（久保田哲君） 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。 

１．議  長（久保田哲君） 日程第５ 議案第５号令和元年度四條畷市交野市清掃施設組合会計補正予

算（第１号）についてを議題といたします。事務局をして朗読させます。事務局。 

１．事 務 局（奥田浩樹君） （議案書にて朗読） 

１．議  長（久保田哲君） 朗読が終わりましたので、理事者より議案第５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（二神和則君） ただいま議題となりました、議案第５号令和元年度四條畷市交野市清掃施

設組合会計補正予算（第１号）につきまして、ご説明を申し上げますので、恐れ入りますが補正予算

書（第１号）をご覧いただきたいと存じます。 

それでは内容につきまして、ご説明を申し上げますので、補正予算書の１ページをお開きいただき

たいと存じます。元号を改める政令の施行に伴い、平成 31年度予算を、令和元年度予算とし、元号

の表示についても令和に読み替えるものとすることを明記しております。 

次に歳入歳出予算の補正第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,436 万 3,000 円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16億 3,814万 2,000円としようとするものでござ

います。 

次に、歳入歳出補正予算につきまして、事項別明細書にてご説明いたしますので、６ページ、７ペ

ージをお開きいただきたいと存じます。 

まず、歳入でございますが、（款）分担金及び負担金（項）分担金（目）清掃施設組合分担金でご

ざいますが、補正前の額 15億 8,995万 2,000円から 4,436万 3,000円を減額し、15億 4,558万 9,000

円としようとするものでございます。四條畷市でございますが、2,036万 2,000円の減額、交野市で

ございますが、2,400万 1,000円の減額となってございます。 

次に、８ページ、９ページをお開きいただきたいと存じます。歳出でございますが、（款）衛生費

（項）清掃費（目）ごみ処理費でございますが、補正前の額８億 2,550万 6,000円から 4,436万 3,000

円を減額補正し、７億 8,114 万 3,000 円としようとするものでございます。その内容でございます

が、委託料で 4,310 万 5,000 円を減額しようとするものでございます。３月議会の当初予算でご説
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明いたしましたように、平成 30 年 12 月５日に大阪湾広域臨海環境整備センター、いわゆるフェニ

ックスから、ばいじん処理灰が基準値を超過し、搬入停止となったことに対するために、三重県伊賀

市の民間業者への搬送処理の費用を予算計上しておりましたが、フェニックスの停止が解除され、三

重県伊賀市の民間業者への搬送処理が４月 30日に終了いたしましたことから、この度、減額補正を

行うこととさせていただきます。その減額内容でございますが、三重県伊賀市の民間業者への搬送処

理の費用と、フェニックスへの搬送処分の費用の組み換えをし、減額としたものと、処理灰の積み込

み業務が不要となったことから、全額減額となったものでございます。 

次に、負担金、補助金及び交付金で 125 万 8,000 円の減額をしようとするものでございます。先

ほど委託料でもご説明いたしましたように、三重県伊賀市での処理灰処理となります。このことから

三重県伊賀市に対して環境保全負担金が必要となるもので、搬送及び処理が４月で終了いたしまし

たので、今後支出する必要がなくなったことから減額しようとするものでございます。 

以上、誠に簡単ではございますが、議案第５号令和元年度四條畷市交野市清掃施設組合会計補正予

算（第１号）についてのご説明とさせていただきます。よろしく審議を賜り、ご可決いただきますよ

う、よろしく申し上げます。 

１．議  長（久保田哲君） 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。事前の

通告はございませんでしたが、質疑等ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（久保田哲君） 質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（久保田哲君） 討論なしと認めます。 

１．議  長（久保田哲君） お諮りいたします。議案第５号令和元年度四條畷市交野市清掃施設組合会

計補正予算（第１号）については、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（久保田哲君） ご異議なしと認めます。よって議案第５号令和元年度四條畷市交野市清掃

施設組合会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決されました。 

１．議  長（久保田哲君） 日程第６ 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。大矢

議員しばらくの間、退席をお願いいたします。 

１．議  長（久保田哲君） ここで、議案書の差し替えをさせていただきます。 

１．議  長（久保田哲君） 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（久保田哲君）  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。管理者。 

１．管 理 者（東 修平君） 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任、長畑浩則氏が平成 31 年４月 30 日付けを以って任期

満了となったことに伴い、その後任として大矢克巳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、ご同意賜りますよう、お願い申し上げます。 

１．議  長（久保田哲君） 提案理由の説明はお聞きの次第です。これより質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（久保田哲君） 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（久保田哲君） 討論なしと認めます。 

１．議  長（久保田哲君） 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。 

１．全  員 異議なし。 

１．議  長（久保田哲君） 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。大矢議員の着席を求めます。 

１．議  長（久保田哲君） ただ今、議員内選任監査委員に選任同意されました大矢議員より一言ご挨

拶をお願いいたします。 

１．８番議員（大矢克巳君） ただ今、監査委員に拝命をしていただきました四條畷市議会の大矢でござ

います。山口代表監査と共にこの２年間、四條畷市交野市清掃施設組合の監査をしっかりと見届けて

いきたいと思いますので、また皆さまご協力の程、よろしくお願いします。ありがとうございまし

た。 

１．議  長（久保田哲君） ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

１．議  長（久保田哲君） 日程第７ 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（久保田哲君）  朗読が終わりましたので、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。管理者。 

１．管 理 者（東 修平君） 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 橋本匡弘氏が、令和元年７月９日付けをもって、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

しくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

１．議  長（久保田哲君） 提案理由の説明はお聞きの次第です。質疑の事前通告はございませんが、

質疑等ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（久保田哲君） 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（久保田哲君） 討論なしと認めます。 

１．議  長（久保田哲君） 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。 

１．全  員 異議なし。 

１．議  長（久保田哲君） 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（久保田哲君） これにて本会議に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。閉会
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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。管理者。 

１．管 理 者（東 修平君） 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、新しく副議長に森本議員さんのご就任をいただき、監査委員に大

矢議員さんの選任にご同意をいただき、そしてご提案をさせていただきました補正予算（第１号）に

つきましては慎重なるご審議の上、ご可決を賜りまして、誠にありがとうございました。 

また、公平委員会委員に橋本委員の選任にご同意いただいたところであります。慎重なるご審議を

賜りまして、誠にありがとうございました。 

最後になりますが、議員の皆さまには暑さ厳しくなる季節となりますことから、健康には十分ご留

意をいただき、より一層の活躍を祈念申し上げまして、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。本日は誠にありがとうございました。 

１．議  長（久保田哲君） 以上をもちまして、令和元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３０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。 

令和元年７月９日 
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                                      渡 辺   裕 
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