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令和３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３年６月 11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 中谷 政人    ２番議員 北尾  学 

３番議員 藤田 茉里    ４番議員 山本  景 

５番議員 岡田 伴昌    ６番議員 久保田 哲 

７番議員 大矢 克巳    ８番議員 藤本美佐子 

９番議員 森本  勉    １０番議員 島  弘一 

１１番議員 岸田 敦子     １２番議員 小原 達朗 

 

１．欠席議員次のとおり 

      なし 

 

１．地方自治法第１２１条による出席者次のとおり 

      管理者  東 修平 

      副管理者 黒田 実 

      事務局長 奥田 浩樹 

      事務局次長兼会計課長 太田 広治 

      事務局副参事 谷辻 和彦 

      総務課長 木邨 信吉 

      施設課長 上村 悟司 

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．事務局出席者次のとおり 

      書記 井上 政明 

 

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 同意第１号   監査委員の選任について 
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（時に 10時 00分） 

１．議  長（久保田哲君） 皆さんおはようございます。本日は四條畷市交野市清掃施設組合議会第１

回臨時会が召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を賜り、

誠にありがとうございます。さて、四條畷市さんより選出の派遣議員さんにつきましては役選改選に

伴い、５月 18 日付けで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申し上げます。なお、役員改選に

伴いまして、大矢克巳議員、岸田敦子議員におかれましては引き続きご就任をいただいております。 

   また、吉田涼子議員、吉田裕彦議員、渡辺裕議員、長畑浩則議員に代わりまして、新たに藤本美佐

子議員、森本勉議員、島弘一議員、小原達朗議員がご就任されましたので、今後ともよろしくお願い

申し上げます。ただ今から、令和３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） 皆様おはようございます。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、一言御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。 

   なお、本日、林副管理者につきましては、諸般の事情により欠席をさしていただいておりますので

よろしくお願い申し上げます。先程久保田議長から、ご報告がございました通り、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いた皆様、また新たにご就任を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賜り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新たに四條畷市からの派遣議員のご就任に伴

います副議長の選挙を、また私共からは、監査委員の議員内選任の同意について、お願いを申し上げ

ております。何とぞ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。 

   なお、本日の臨時会終了後少々お時間を頂きまして、清滝ごみ焼却施設の区域指定につきましてご

報告を申し上げ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。誠に簡単ではございます

が、開会に当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（奥田浩樹君） はい。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、ご報告申し上げます。去る３月 29日には２月分の、４月

27日には３月分の、５月 17日には令和２年度にかかる４月分と令和３年度に係る４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にて保管してございますので、合

わせてご報告申し上げます。以上で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、本日机上に配布しています通りといたします。

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。ただ今の議席を議席といたしたいと思い

ます。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） 
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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番中谷政人

議員、２番北尾学議員、３番藤田茉里議員、４番山本景議員、５番岡田伴昌議員、６番久保田哲議員、

７番大矢克巳議員、８番藤本美佐子議員、９番森本勉議員、10 番島弘一議員、11 番岸田敦子議員、

12 番小原達朗議員、以上の議席をもって決定といたします。ここで議案書の差し替えをさせていた

だきます。 

１．議  長（久保田哲君） 日程第２、会議録署名議員の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条の規定において、議長において指名を申し上げます。４番山本議員、５番岡

田伴昌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３年６月 11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

したいと思いますが、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。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。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。岸田議員。 

１．11 番議員（岸田敦子君） はい。副議長の件について協議をさせていただきましたところ、副議長

には四條畷市から小原達朗議員を推挙いたしますので、よろしくお願いいたします。 

１．議  長（久保田哲君） 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

には小原達朗議員がご推挙されました。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

きましては、ただ今ご推挙されました、小原達朗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きまし

ては、推挙のとおり当選されました。本日付けで、小原達朗議員を副議長として通知申し上げます。

それでは小原達朗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（小原達朗君） ただ今、皆様方のご推挙によりまして、この四交組合議会の副議長という

任を拝命いたしました。大変にありがとうございました。四交組合は、ただ今大変に清滝の旧炉の後

処理の問題等々、大変大きな大きな課題を抱えております。そのためにも、議長を支えながら皆様方

と共に解決に向けて一生懸命取り組んで参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。本日は大変に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。ご苦労をおかけいたしますが、今後ともよろし

くお願いをいたします。 
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１．議  長（久保田哲君） 日程第５、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。島弘

一議員しばらくの間、ご退席をお願いいたします。 

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（太田広治君） （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号について提案理由の説明

を求めます。管理者。 

１．管 理 者（東 修平君） はい。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、大矢克巳氏が令和３年５月 18日付けを持って辞職されま

したので、その後任として島弘一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

審議のうえ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。お諮りいたします。同意第１号監査委員の選任につ

きましては、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。島弘一議員の着席を求めます。ただ今、議員内選任監査委員に同意を

されました島弘一議員より一言ご挨拶、その場で結構です、お願いいたします。 

１．10 番議員（島 弘一君） ただ今選任いただきました、島でございます。大変ありがとうございま

す。また先にやっておりました大矢議員からご指導いただきながら大事な会計監査をしてまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

１．議  長（久保田哲君） ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。

これにて本会議に付議されました、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。管理者。 

１．管 理 者（東 修平君） はい。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、新しく副議長に小原達朗議員のご就任をいただいたところでご

ざいます。おめでとうございます。また、監査委員の議員内選任につきまして慎重なる審議を賜り、

ご同意をいただきまして誠にありがとうございました。新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言

が３度延長される中、本組合といたしましても、交野市、四條畷市の市民生活に支障をきたさないよ

う、引き続き感染症拡大防止といたしまして、執務室の分室化、職員の健康管理などをはじめとする

感染症対策に取り組み、日々の業務を遂行してまいりたいと考えております。議員の皆様には、新型

コロナウイルス感染症対策にご理解をいただき、また梅雨の蒸し暑い日々となりますが、健康には充

分ご留意を賜り、より一層のご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

りましての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 
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１．議  長（久保田哲君） 以上を持ちまして、令和３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、慎重審議を賜り誠にありがとうございました。 

（時に 10時 16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３年６月 11日 

四條畷市交野市清掃施設組合議長 

                                久保田   哲 

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

                                山  本    景 

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

                                岡 田   伴 昌 

 

 


