令

和 ２ 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

四條畷市交野市清掃施設組合

令和２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２年７月９日 四條畷市交野市清掃施設組合管理棟２階研修室において開催する。
１．出席議員次のとおり
１番議員 伊﨑 太陽

２番議員 中谷 政人

３番議員 北尾

学

４番議員 藤田 茉里

５番議員 松本 直高

６番議員 友井 健二

７番議員 吉田 涼子

８番議員 大矢 克巳

９番議員 吉田 裕彦

１０番議員 渡辺

１１番議員 長畑 浩則

裕

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

総務課長 太田 広治
施設課長 上村 悟司
総務課課長代理 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 報告第１号

令和元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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（時に 13 時 59 分）
１．議

長（友井健二君） それでは定刻前ではございますが、皆さまお揃いでございますので始めさ

せていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
（
「はい」と呼ぶ者あり）
１．議

長（友井健二君） 改めまして皆さん、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。
さて四條畷市より選出の派遣議員さんにつきましては役員改選に伴い 5 月 18 日付けにて議長あて
に辞職願の提出があり同日付にて辞職を許可いたしましたので会議規則第 80 条第 3 項及び第 81 条
第 2 項の規定によりご報告を申し上げます。なお、役員改選に伴いまして吉田涼子議員、大矢克巳議
員、渡辺裕議員、岸田敦子議員につきましては引き続きご就任をいただいております。
また、森本勉議員、瓜生照代議員に代わりまして新たに吉田裕彦議員、長畑浩則議員がご就任され
ましたので今後ともよろしくお願いいたします。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お受けしたいと思います。
１．管 理 者（東 修平君） 改めまして皆様、こんにちは。
四條畷市交野市清掃施設組合議会第１回臨時会の開会に当たりまして、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、何かとお忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうござい
ます。
先ほど、友井議長からご報告がございましたとおり、四條畷市の役員改選によりまして引き続きご
就任をいただきました皆様、また、新たにご着任いただきました皆様には今後とも本組合の運営にお
力添えを頂きますよう、よろしくお願いを申し上げます。
さて、本日の第１回臨時会では、議会におきましては新たに四條畷市からの派遣議員の就任に伴い
ます副議長の選挙を、また、私どもからは、継続費繰越計算書の報告をさせていただきます。
なお、本日の臨時会終了後、少々お時間をいただきまして、
「ごみ処理施設の管理運営方式」につ
きまして、ご報告を申し上げたいと存じております。誠に簡単ではございますが開会にあたりまして
の挨拶とかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。
１．議

長（友井健二君） ありがとうございました。すいません。先ほど、私議長の方から令和元年

臨時会第 1 回と言うふうに開会を宣言させていただきましたけども、申し訳ありません。令和 2 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ということで、すいません。申し
訳ないですけどよろしくお願いいたします。
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．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、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 月分の、４月 24 日には 3 月分の、5 月 28 日には令和元年度に係る 4 月分及び
令和 2 年度にかかる 4 月分を、6 月 29 日には令和元年度にかかる 5 月分及び令和 2 年度に係る 5 月
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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させてい
ただきます。以上報告を終わらせていただきます。
１．議

長（友井健二君） 続きまして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 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（友井健二君） 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番伊﨑太陽

議員、2 番中谷政人議員、3 番北尾学議員、4 番藤田茉里議員、5 番松本直高議員、6 番友井健二議員、
7 番吉田涼子議員、8 番大矢克巳議員、9 番吉田裕彦議員、10 番渡辺裕議員、11 番長畑浩則議員、12
番岸田敦子議員以上の議席をもって決定いたします。
ここで議案書の差し替えをさせていただきます。
１．議

長（友井健二君） それでは日程第 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。7 番吉田涼子議員、8 番
大矢克巳議員を指名いたします。
１．議

長（友井健二君） 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２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 日といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
（
「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、本組合議会の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議員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（友井健二君） ご異議なしと認めます。よってそれでは、副議長の選挙について四條畷市

の岸田敦子議員からご報告をお願いいたします。
１．12 番議員（岸田敦子君） 四條畷市の岸田です。副議長の選挙の件につきましてご報告させていた
だきます。協議をさせていただいた結果。副議長には四條畷市から吉田裕彦議員を推挙したいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
１．議

長（友井健二君） ただ今四條畷市の岸田敦子議員よりご報告がありましたとおり副議長には

吉田裕彦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吉田裕彦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。
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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。よって議会選挙第 1 号 副議長の選挙については

推挙の通り当選されました。本日付けにて吉田裕彦議員を副議長として告知申し上げます。それでは
吉田裕彦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（吉田裕彦君） 議員の皆さん、また理事者の皆さん、改めましてこんにちは。ただ今選挙
にてご推挙いただきまして誠にありがとうございました。四條畷市交野市清掃施設組合の副議長と
して重責をしっかりと議長のサポートをしながら務めさせていただきたいと思いますので皆さまの
議員の皆さまのご理解とご協力を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。どうぞよろしくお願いいたします。
１．議

長（友井健二君） 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（友井健二君） 日程第５ 報告第１号

令和元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）
１．議

長（友井健二君）

（議案書にて朗読）
朗読が終わ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（奥田浩樹君） それではご報告申し上げますので恐れ入りますが議案書報告第１号の次の
ページにございます。継続費繰越計算書をご覧頂きたいと存じます。令和元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）施設費（項）施設費 事業名 清滝ごみ焼却施設解体工事計画書等作成業務でございます。
この事業につきましては令和元年度と２年度の２か年の継続事業でございます。継続費の総額でご
ざいますが 6,804 万 2,000 円となってございます。
次に令和元年度継続費予算現額でございますが、予算計上額が 708 万 1,000 円でございまして、
前年度逓次繰越額は０円であり、計 708 万 1,000 円となってございます。次に支出済額及び支出見
込額は 88 万円ということでございまして、残額 620 万 1,000 円となってございます。この 620 万
1,000 円を翌年度に逓次繰越をいたしております。よって、翌年度逓次繰越額が 620 万 1,000 円とな
ってございます。その財源内訳でございますが一般財源の繰越金といたしまして 620 万 1,000 円と
なってございます。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） 内容説明はお聞きの次第でございます。質疑者の順番は通告のあった順に

基づき行ってまいります。ただ今から順次質疑を許可いたします。4 番藤田議員。
１．４番議員（藤田茉里君） はい、それでは私から１点質問させていただきます。
先ほどご説明をさせていただきましたが、この継続費繰越計算書を見ていると、この清滝ごみ焼却
施設解体工事の計画書等作成業務として、令和元年度に 708 万 1,000 円計上して出来高払いで支払
われる見込額として。そのうち 88 万円。支払われるということであります。620 万 1,000 円は令和
2 年度に持ち越すということなんですけれども、予算執行率としては約 12 パーセントほどというと
ころになっております。この令和元年度予算計上 708 万 1,000 円という数字が過大に予算組みをし
ていたのか、それとも当初のスケジュールより遅れている状況にあるのか、この予算執行率を見ると
少し違和感を感じているところなんですけども、計画書等の作成業務の進捗状況について伺います。
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１．議

長（友井健二君） 二神局長。

１．局

長（二神和則君） 清滝ごみ焼却施設解体工事計画書等作成業務の進捗状況についてご回答申

し上げます。現時点におきましては、施設のダイオキシン類、アスベストの調査につきましては終了
してございます。また、土壌汚染状況調査の方法等につきましては、現在大阪府との協議を行ってお
り、協議が整った後に、土壌汚染状況調査に着手し、あわせて解体工事計画書の作成、業者見積徴収
を経て、発注仕様書を仕上げることとしております。スケジュールどおり進んでございます。
１．議

長（友井健二君） これにて藤田議員の議案質疑を終結いたします。他に質疑がございますか。
（
「なし」と呼ぶ者あり。
）

１．議

長（友井健二君） 以上をもって報告第１号の報告を終了いたします。

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。

１．議

長（友井健二君） 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。

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、吉田裕彦議員にご就任をいただきました。誠におめで
とうございます。議員の皆様に置かれましては、ますます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、より一層のご活躍をご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） 以上をもちまして令和２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１５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２年７月９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
吉 田 裕 彦
四條畷市交野市清掃施設組合議員
吉 田 涼 子
四條畷市交野市清掃施設組合議員
大 矢 克 巳
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