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令和４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４年４月１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 山本  景    ４番議員 岡田 伴昌 

５番議員 久保田 哲    ６番議員 友井 健二 

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  黒田 実 

      副管理者 東 修平 

      副管理者 倉澤 裕基 

      事務局長 奥田 浩樹 

      事務局参事 濱中 嘉之 

      事務局次長兼会計課長 太田 広治 

      総務課長 木邨 信吉 

      管理課長 上村 悟司 

      施設課長 小山 雅史 

四條畷市市民生活部長 山本 良弘 

      交野市環境部長    松下 篤志 

 

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         会議録署名議員指名 

   日程第２         会期決定について 

   追加日程         議長の辞職について 

   追加日程 議会選挙第 1号 議長の選挙について 

   追加日程 議会選挙第２号 副議長の選挙について 
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   追加日程 同意第３号   監査委員の選任について 

   日程第３ 同意第１号   公平委員会委員の選任について 

日程第４ 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 10時 58分） 

１．議  長（岡田伴昌君） 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

いてよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（岡田伴昌君） よろしくお願いします。皆さま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回臨時会が招集されましたところ、議員各位におかれましては、年度初め

の、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。 

  ただいまから令和４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、管理者よりごあいさつを受けたいと思います。管理者。 

１．管 理 者（黒田 実君） 議長。改めまして、皆さま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、議長のお許しをいただき、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

まずは私、本日４月１日に当組合、管理者に就任をさせていただきました。これまで長きにわたり、

管理者として東四條畷市長を始め、歴代四條畷市の長の皆さま方には当施設の運営に多大なるご尽

力をいただき、しっかりと両市民のごみの処理についてお勤めいただきましたこと、この場をお借り

いたしまして改めて御礼を申しあげます。本当にありがとうございます。私自身がこれまで副管理者

としての立場でございました。管理者としては、まだまだ不慣れな点もございます。両市議会を代表

して四條畷市議会そして交野市議会を代表して構成される当組合議会の皆さま方。また当センター

の理事の皆さま方、また局長をはじめ事務局の皆さま方には引き続きご指導、ご鞭撻賜りますよう、

心よりお願い申し上げます。 

さて、本日の臨時会にご提案申し上げております案件は、私どもから、公平委員会委員の選任につ

いてお願い申し上げております。何とぞ、慎重なるご審議を賜りご可決賜りますよう心よりお願い申

し上げまして、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（岡田伴昌君） 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。 

１．事務局長（奥田浩樹君） 議長。 

１．議  長（岡田伴昌君） 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 30日には、２月分の現金出納検査

が行われその結果、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併せてご報告申し

上げます。以上で報告を終わらせていただきます。 

１．議  長（岡田伴昌君） 議事日程につきましては、本日、卓上に配布しておりますとおりといたし

ます。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。３番山本景議員、５番久保田哲議員を指名いたしま

す。 
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１．議  長（岡田伴昌君） 日程第２、会期決定についてを議題といたします。 

お諮りします。令和４年４月１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。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（岡田伴昌君） 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。 

ただいまから暫時休憩いたします。 

 

（時に 11時 02分） 

（時に 11時 04分） 

 

１．副 議 長（小原達朗君） それでは会議を再開いたします。ただいま、岡田伴昌議長から議長の辞職

願が提出されています。 

１．副 議 長（小原達朗君） お諮りいたします。この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とするこ

とにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．副 議 長（小原達朗君） ご異議なしと認めます。よってこの際、議長辞職の件を日程に追加し、議

題といたします。それでは事務局より朗読いたさせます。 

１．事 務 局（太田広治君） 議長。 

１．副 議 長（小原達朗君） 事務局。 

１．事 務 局（太田広治君） はい。辞職願、このたび一身上の都合により、四條畷市交野市清掃施設組

合議長を辞したく存じますので許可賜りますようお願いいたします。令和４年４月１日、四條畷市交

野市清掃施設組合議会副議長小原達朗様、四條畷市交野市清掃施設組合議会議長岡田伴昌以上でご

ざいます。 

１．副 議 長（小原達朗君） 朗読が終わりました。 

１．副 議 長（小原達朗君） お諮りいたします。岡田伴昌議長の辞職を許可することにご異議ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．副 議 長（小原達朗君） ご異議なしと認めます。よって岡田伴昌議長の辞職を許可することに決し

ました。岡田議員の着席されてますね。はい。 

１．副 議 長（小原達朗君） お諮りいたします。この際議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．副 議 長（小原達朗君） ご異議なしと認めます。 

１．副 議 長（小原達朗君） 議会選挙第１号議長の選挙についてを日程に追加し、議題といたします。

ここで、議案書の配布をさせていただきます。 

なお、本組合議会申し合わせ事項によりまして、議長は四條畷市、副議長は交野市となっておりま

す。本件の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。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．副 議 長（小原達朗君） それでは、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。 

１．11番議員（岸田敦子君） はい。 

１．副 議 長（小原達朗君） 岸田議員。 

１．11番議員(岸田敦子君） はい。四條畷市の幹事をしております、岸田でございます。議長の選挙に

ついて協議をさせていただきました結果、議長には四條畷市から小原達朗議員を推挙いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

１．副 議 長（小原達朗君） ただいま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、議長

には小原達朗議員をご推挙されました。 

１．副 議 長（小原達朗君） ここでお諮りいたします。議会選挙第１号議長の選挙については、ただい

まご推挙されました小原達朗議員を当選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．副 議 長（小原達朗君） ご異議なしと認めます。よって議会選挙第１号議長の選挙については、推

挙のとおり当選いたしました。それでは、議長就任のごあいさつをさせていただきます。 

１．議  長（小原達朗君） 皆さま方のご推挙によりまして、ただ今四條畷市交野市清掃施設組合議会

の議長に就任させていただきました。小原達朗でございます。大変にありがとうございました。旧炉

の跡地問題とか様々課題はありますけれども、今後ともこの施設の安定的な運営のためにしっかり

と取り組んでまいる決意でございます。どうぞ皆さま方のご支持、ご支援をよろしくお願い申し上げ

まして、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

１．議  長（小原達朗君）ただ今、副議長小原達朗が議長当選の承諾をしたため、副議長を失職いたし

ましたことをご報告いたします。 

１．議  長（小原達朗君） お諮りいたします。この際副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（小原達朗君） ご異議なしと認めます。議会選挙第２号副議長の選挙についてを日程に追

加し、議題といたします。ここで、議案書の配布をさせていただきます。 

なお、本組合議会申し合わせ事項によりまして、議長は四條畷市、副議長は交野市となっておりま

す。本件の副議長選挙につきましては、交野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（小原達朗君） それでは、副議長の選挙について、交野市の中谷政人議員からご報告をお

願いいたします。 

１．１番議員（中谷政人君） はい。 

１．議  長（小原達朗君） 中谷議員。 

１．１番議員（中谷政人君） はい。交野市の中谷政人でございます。副議長選挙の件に関しまして協議

をいたしました結果、副議長には交野市から岡田伴昌議員を推挙いたしますのでよろしくお願い申

し上げます。 
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１．議  長（小原達朗君） ただいま交野市の中谷政人議員よりご報告がありましたとおり副議長には

岡田伴昌議員をご推挙されました。 

１．議  長（小原達朗君） ここでお諮りいたします。議会選挙第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田伴昌議員を当選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（小原達朗君） ご異議なしと認めます。よって、議会選挙第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。本日付にて岡田伴昌議員を副議長として告知申し上げます。それで

は、岡田伴昌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（岡田伴昌君） ただ今副議長にご推挙いただきました交野市の岡田伴昌です。議長ととも

に諸課題に向けて取り組んでいかしていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

１．議  長（小原達朗君） ありがとうございました。ご足労おかけしますが今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。ただいまから暫時休憩いたします。 

 

（時に 11時 13分） 

（時に 11時 15分） 

 

１．議  長（小原達朗君） それでは会議を再開いたします。ただいま、管理者から同意第３号監査委

員の選任についてが提出されました。 

１．議  長（小原達朗君） この際、これを日程に追加し、議題と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（小原達朗君） ご異議なしと認めます。 

１．議  長（小原達朗君） よってこの際、同意第３号監査委員の選任の件を日程に追加し、議題とい

たします。久保田哲議員、しばらくの間、退席をお願いいたします。 

ここで、議案書の配布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。 

１．事 務 局（太田広治君） 議長。 

１．議  長（小原達朗君） 事務局。 

１．事 務 局（太田広治君） （議案書にて朗読） 

１．議  長（小原達朗君） 朗読が終わりましたので、管理者より同意第３号についての提案理由の説

明を求めます。 

１．管 理 者（黒田 実君） 議長。 

１．議  長（小原達朗君） 管理者。 

１．管 理 者（黒田 実君） ただいま、議題となりました同意第３号監査委員の選任についての提案理

由を申し上げます。 

先刻、議会選出の島弘一監査委員から、辞職願が提出され、これを受理させていただきました。議

会選出の監査委員が欠員となりましたので、後任といたしまして、久保田哲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、ご同意賜わりますようよろしくお願い申し

上げます。 
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１．議  長（小原達朗君） 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（小原達朗君） 質疑なしと認めます。 

１．議  長（小原達朗君） 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（小原達朗君） 討論なしと認めます。 

１．議  長（小原達朗君） お諮りいたします。同意第３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（小原達朗君） ご異議なしと認めます。よって同意第３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。久保田哲議員の着席を求めます。 

ただいま、議員内選任監査委員に選任同意されました久保田哲議員より一言ごあいさつをお願い

いたします。 

１．５番議員（久保田哲君） ただいまご同意を賜りました交野市の久保田でございます。監査業務まだ

まだ不慣れな点ございますけども、皆さま方のご指導を賜りながら、しっかり頑張っていきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

１．議  長（小原達朗君） 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。 

１．議  長（小原達朗君） ここでお諮りいたします。日程第３、同意第１号及び日程第４、同意第２

号につきましては、関連案件でございますので、一括議題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。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（小原達朗君） ご異議なしと認めます。よって日程第３、同意第１号及び日程第４、同意

第２号につきましては、一括議題といたします。日程第３、同意第１号及び日程第４、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。 

１．事 務 局（太田広治君） 議長。 

１．議  長（小原達朗君） 事務局。 

１．事 務 局（太田広治君） （議案書にて朗読） 

１．議  長（小原達朗君） 朗読が終わりましたので、管理者より同意第１号及び同意第２号について

の提案理由の説明を求めます。 

１．管 理 者（黒田 実君） 議長。 

１．議  長（小原達朗君） 管理者。 

１．管 理 者（黒田 実君） はい。ただいま、議題となりました同意第１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春木實氏は、令和４年７月 12日付にて任期

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。 

引き続き、同意第２号公平委員会委員の選任についての提案理由でございますが、本組合公平委

員会委員中尾光男氏は、令和４年７月12日付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。よろしくご審議のうえ、ご同意賜りますよう
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よろしくお願い申し上げます。 

１．議  長（小原達朗君） 提案理由の説明はお聞きの次第でございます。これより同意第１号及び同

意第２号について一括質疑に入ります。質疑の事前通告はございませんでしたが、質疑はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．議  長（小原達朗君） 質疑なしと認めます。 

１．議  長（小原達朗君） 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（小原達朗君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

１．議  長（小原達朗君） お諮りいたします。同意第 1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（小原達朗君） ご異議なしと認めます。よって同意第１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（小原達朗君） 次に同意第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（小原達朗君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

１．議  長（小原達朗君） 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（小原達朗君） 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（小原達朗君） 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。 

１．議  長（小原達朗君） 閉会にあたりまして、管理者よりごあいさつをお受けしたいと思います。 

１．管 理 者（黒田 実君） 議長。 

１．議  長（小原達朗君） 管理者。 

１．管 理 者（黒田 実君） 第１回臨時会の閉会にあたりまして、議長より許しをいただきご挨拶申し

上げます。 

本日は、新しく、議長に小原議員さんが、副議長に岡田議員さんが、それぞれご就任いただいたと

ころでございます。また、監査委員（議員内選任）の選任につきまして及び、公平委員会委員の選任

について、ご審議をいただき、ご同意を賜りまして、誠にありがとうございました。議員の皆さまに

は、今後とも組合事業に、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ、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（小原達朗君） 以上をもちまして令和４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 11時 23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４年４月１日 
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小 原 達 朗   

四條畷市交野市清掃施設組合副議長  

岡 田 伴 昌   

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   

久 保 田  哲   

 

 

 

 

 


