
 

 

 

 

平成２０年７月１４日 第１回 臨時会 

 

 

 

北河内４市リサイクル施設組合議会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年７月１４日（月）開会・閉会 

 

 

 

 

 

北河内４市リサイクル施設組合議会 

 



議 事 日 程 

 

 

日 程 事件番号 事  件  名  

 １ ― 仮議席の指定 

 

 ２ ― 会期の決定 

 

 ３ 
選  挙 

第 １ 号 
議長の選挙 

 

 ４    ― 議席の指定 

 

 ５ 
選  挙 

第 ２ 号 
副議長の選挙 

 

 ６ 
選任同意 

第 １ 号 
監査委員の選任について 

 

７ 
選任同意 

第 ２ 号 
公平委員会委員の選任について 

 

８ 
報 告 

第 １ 号 
専決事項の報告について 

 

 

 

平成２０年７月１４日（月）午後２時開会 

北河内４市リサイクル施設組合議会平成２０年第１回臨時会 



北河内４市リサイクル施設組合議会平成２０年第１回臨時会会議録 

 

１．開  会   平成２０年７月１４日 午後２時００分から 

１．会  期   １日間 

１．出席議員   (１３名) 

   （議 席）       １番   前田 富枝 （枚方市議会） 

２番   伊藤 和嘉子（  〃  ） 

３番   野村 生代 （  〃  ） 

４番   森  裕司 （  〃  ） 

５番   河西 正義 （  〃  ） 

６番   板東 敬治 （寝屋川市議会） 

７番   廣岡 芳樹 （   〃   ） 

８番   中谷 光夫 （   〃   ） 

９番   住田 利博 （   〃   ） 

１０番   大川 泰生 （四條畷市議会） 

１１番   小原 達朗 （   〃   ） 

１２番   栗原 俊子 （交野市議会） 

１３番   稲田 美津子（  〃  ） 

１．法第１２１条による出席者 

管理者     馬場 好弘（寝屋川市長） 

副管理者    竹内 脩 （枚方市長） 

副管理者    田中 夏木（四條畷市長） 

副管理者    中田 仁公（交野市長） 

会計管理者   原田 立雄（寝屋川市会計管理者） 

事務局長    寺西 喜久雄(兼務) 

課長      辻  康明 

課長代理    武図 義正 

課長代理    谷辻 和彦(兼務) 

副係長     川田 浩司(兼務) 

主査      乾  正巳 

 



１．同席者 

関係構成４市（寝屋川市）環境部部長（広域リサイクル事業担当） 

        大久保 勝次 

環境部次長（広域リサイクル事業担当） 

兼ごみ減量推進課長  濱本 遵市 

（枚方市） 環境事業部長      西尾 和三 

減量総務課長      宮崎 豊 

（四條畷市）市民生活部長      松永 博 

市民生活部副参事 

兼生活環境課長    北崎 文雄 

（交野市） 環境部長        宇治 正行 

循環型社会推進室課長  松下 篤志 

１．議会事務局職員出席者 

事務局長        寺西 喜久雄(兼務) 

組合議会事務員     浦井 達己 

課長代理        谷辻 和彦(兼務) 

副係長         川田 浩司(兼務) 



北河内４市リサイクル施設組合議会平成 20 年第１回臨時会会議録目次 

（平成 20 年 7 月 14 日） 

 

開議（午後２時００分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

臨時議長の選出 ・・（河西正義臨時議長）・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

出席状況の報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

河西正義臨時議長の開会宣言 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

馬場好弘管理者の開会のあいさつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

会議録署名議員指定 ・・（野村生代議員と中谷光夫議員）・・・・・・・・   ２ 

仮議席の指定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

会期の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

選挙第１号 議長の選挙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

河西正義議長就任のあいさつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ３ 

議席の指定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ３ 

選挙第２号 副議長の選挙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ３ 

住田利博副議長就任のあいさつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４ 

正副議長就任に際しての馬場管理者のお祝いのことば ・・・・・・・・・   ４ 

諸般の報告 

（平成 20 年 2 月 26 日から平成 20 年 7 月 13 日までの諸会議の報告） ・・・   ５ 

選任同意第１号 監査委員の選任について ・・・・・・・・・・・・・・   ５ 

       （大川泰生議員退場） 

馬場好弘管理者の提案理由説明  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５ 

選任同意第１号採決  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５ 

（大川泰生議員入場） 

選任同意第２号 公平委員会委員の選任について ・・・・・・・・・・・   ５ 

馬場好弘管理者の提案理由説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・   ５ 

選任同意第２号採決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ 

報告第１号 専決事項の報告について ・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ 

   辻 康明課長の提案理由説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ 

   報告第１号採決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ 



８番 中谷光夫議員の動議提出について ・・・・・・・・・・・・・・・   ７ 

   動議の採決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ 

馬場好弘管理者のお礼のあいさつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ８ 

河西正義議長の閉会のあいさつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ８ 

閉会（午後 2 時 25 分） 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名 

付議事件一覧表 

 



 1

（午後２時 00 分  開会） 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  本日は何かとご多忙の中、北河内４市リサイクル施

設組合の臨時会にお集まりいただきましてありがとうございます。また、日頃から本

組合には格別なご理解とご配慮を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

  本日は平成 20 年度最初の組合議会でございまして、枚方市議会、寝屋川市議会から

は新たな派遣議員さんも出席をいただいております。 

本日は正副議長の選挙からお願いしたいと存じます。それでは、地方自治法第 107

条の規定により、議長が選出されるまでの間は、年長の議員が議長の職務を行うと規

定されておりますので、本日出席議員中、最年長の議員でございます河西正義議員に

臨時の議長の職務を行っていただきたいと存じます。恐れ入りますけれども、河西議

員、議長席にお移りいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（河西 正義君）  ただいまご紹介をいただきました河西でございます。

議長が選挙されるまでの間、私が臨時に議長の職務を行いますので、よろしくお願い

いたします。 

  本日は何かとご多忙の中をお集まりいただき、ありがとうございます。開会に先立

ち、事務局長に議員の出席状況を報告させます。寺西事務局長。 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  本日の会議のただいまの出席議員は 13 人でござい

ます。以上、報告を終わります。 

○臨時議長（河西 正義君）  ただいま報告させましたとおり、出席議員は定足数に

達しておりますので、これから平成 20 年第１回北河内４市リサイクル施設組合議会

臨時会を開会します。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  開会に際し、管理者からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受け

いたします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  臨時会の開会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

  本日、平成 20 年第１回北河内４市リサイクル施設組合議会臨時会を招集させていた

だきましたところ、議員の皆様方にはご多用の中、ご出席を賜りまして誠にありがと

うございます。 

  さて、本年２月にリサイクルプラザの運転を開始いたしまして、間もなく６カ月と

なりますが、この間、事故や大きなトラブルもなく、順調に処理を行っております。
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また、４市市民の皆様におかれましては、プラスチック類の分別排出にご理解、ご協

力をいただき、予想を上回る処理量となっており、大変喜ばしい限りでございます。 

  リサイクルプラザの運営にあたりましては、今後とも構成４市及び関係者の皆様と

連携を図りながら、安全を第一に円滑かつ着実に遂行してまいる所存でございます。

組合議員の皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  さて、本日提案させていただきます案件は、監査委員及び公平委員会委員の選任同

意並びに専決事項の報告を予定いたしております。各案件につきましては、上程の都

度ご説明を申し上げますので、何とぞ慎重ご審議の上、ご同意、ご承認を賜りますよ

うよろしくお願いを申し上げます。 

  以上、誠に簡単でございますが、臨時会開会にあたりましてのごあいさつとさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（河西 正義君）  次に本臨時会の会議録署名議員の指名を行います。会

議録署名議員は、野村生代議員、中谷光夫議員の２名を指名します。 

  日程第１、仮議席の指定を行います。議長が議席の指定を行うまでの間、ただいま

皆さんが着席をされている議席を仮議席として指定をします。 

  日程第２、会期の決定を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は、本日１

日としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（河西 正義君）  ご異議なしと認めます。よって本臨時会の会期は、本

日１日と決定しました。 

  日程第３、選挙第１号 議長の選挙を行います。お諮りします。選挙の方法につい

ては、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（河西 正義君）  ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推

選によることに決しました。 

  これから指名推選を行います。お諮りします。指名推選の指名者は、臨時議長にし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（河西 正義君）  ご異議なしと認めます。よって指名推選の指名者は、

臨時議長にすることに決しました。 

  議長の指名を行います。議長に河西正義議員を指名します。 
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  お諮りします。ただいま臨時議長において指名しました河西正義議員を議長の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（河西 正義君）  ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました

河西正義議員が議長に当選をされました。併せて当選の告知をいたします。 

○議長（河西 正義君）  改めまして、議長就任にあたりひと言御礼のごあいさつを

申し上げます。 

  このたびの議長選挙にあたりまして、皆さん方のご推挙をいただき、不肖私が議長

の要職を仰せつかることになり、まさに身の引き締まる思いでございます。私自身は

もとより未熟者でございますが、組合議会の円滑な運営に全力を尽くす決意でござい

ます。 

  先般、洞爺湖サミットでも議論をされましたが、今まさに地球規模で誰もが環境問

題を考え、環境への負荷をできる限り少なくすることが必要であります。当組合の事

業は、広域的に４市が協力をし、環境にやさしい循環型社会を目指した、実に意義深

い事業であると考えております。 

この１年間皆さん方の温かいご理解とご協力をいただきまして、重責を全うさせて

いただきたいと思っています。何とぞよろしくお願いを申し上げます。 

  誠に簡単措辞でございますが、就任に際しての御礼のごあいさつとさせていただき

ます。ありがとうございます。 

  それでは引き続き議事を行います。 

  日程第４、議席の指定を行います。議席は、お手元に配布しております議席表のと

おりに指定します。 

  日程第５、選挙第２号 副議長の選挙を行います。お諮りします。選挙の方法につ

いては、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）  ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選に

よることに決しました。 

  これから指名推選を行います。お諮りします。指名推選の指名者は、議長にしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）  ご異議なしと認めます。よって指名推選の指名者は、議長
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にすることに決しました。 

  副議長の指名を行います。副議長に住田利博議員を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長において指名しました住田利博議員を副議長の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）  ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました住田

利博議員が副議長に当選されました。ただいま副議長に当選をされました住田利博議

員が議場におられますので、本席から当選の告知をします。 

  住田利博副議長から就任に際し、あいさつしたい旨の申し出がありますので、これ

をお受けいたします。住田利博副議長。 

○副議長（住田 利博君）  副議長就任にあたりまして一言お礼のごあいさつを申し

上げます。 

  ただいま副議長にご推挙いただき、心から御礼を申し上げます。私自身はまだまだ

未熟ではございますが、皆様方の温かいご支援をいただきまして、微力ながらも本組

合の運営に貢献をさせていただく決意でございます。 

  先ほど議長も申されましたが、当組合の事業は循環型社会の構築を行い、地球環境

保全を目的とした重要な事業であると考えます。これから１年間、河西議長のもと、

公平で円滑な議会運営に努めてまいりますので、皆様方の温かいご理解、ご協力を賜

りますようお願いを申し上げます。 

簡単措辞ではありますが、就任に際しまして御礼のごあいさつとさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

○議長（河西 正義君）  ただいま管理者から、このたびの正副議長の就任に際し、

あいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受けいたします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  一言お祝いのごあいさつを申し上げます。 

  このたび北河内４市リサイクル施設組合議会の議長にご就任されました河西議員、

副議長にご就任されました住田議員に心からお祝いとお喜びを申し上げます。今後、

正副議長には当組合の運営に格別のご理解とご協力をいただきますとともに、議会運

営に特段のご配慮を賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。 

  組合といたしましても、副管理者をはじめ事務局職員一丸となりまして、事業の円

滑な推進に全力で取り組む所存でございます。 

  何とぞよろしくご指導、ご協力をいただきますようお願いを申し上げまして、誠に
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簡単ではございますが、正副議長ご就任に際しましてのお祝いの言葉とさせていただ

きます。おめでとうございます。 

○議長（河西 正義君）  この際、諸般の報告をいたします。平成 20 年２月 26 日か

ら平成 20 年７月 13 日までの諸会議の報告につきましては、お手元に配布いたしてお

ります報告書のとおりであります。ご了承いただきますようお願いいたします。 

日程第６、選任同意第１号 監査委員の選任についてを議題とします。 

  なお、本件は地方自治法第 117 条の規定により、大川泰生議員が除斥となります。 

 （ 11 番  大川泰生議員 退場） 

○議長（河西 正義君）  管理者から提案理由の説明を求めます。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  選任同意第１号 監査委員の選任について、提案理由の

ご説明を申し上げます。お手元の議案書１ページをご覧いただきたいと存じます。 

  北河内４市リサイクル施設組合の監査委員亀岡勝敏氏が平成 20 年７月 26 日をもっ

て任期満了のため、引き続き識見を有する者の監査委員としまして亀岡勝敏氏を選任

いたしたく、ご提案申し上げる次第でございます。 

  また、議会選出の監査委員稲田美津子氏が平成 20 年７月 13 日をもって任期満了の

ため、後任の議員選出監査委員として大川泰生氏を選任いたしたく、ご提案申し上げ

るものでございます。 

  両氏におかれましては、豊かな知識、経験を生かし、ご尽力をいただけるものと確

信をしているところでございます。 

  以上、簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ慎重ご

審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（河西 正義君）  本件については質疑、討論を行わず、直ちに採決に入りま

す。本件は原案に対し同意することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案に対し同意する

ことに決しました。 

  大川泰生議員の除斥を解きます。 

 （ 11 番  大川泰生議員 入場） 

○議長（河西 正義君）  日程第７、選任同意第２号 公平委員会委員の選任につい

てを議題とします。管理者から提案理由の説明を求めます。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  選任同意第２号 公平委員会委員の選任について、提案
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理由のご説明を申し上げます。議案書４ページをご覧いただきたいと存じます。 

  北河内４市リサイクル施設組合公平委員会委員の高田晃男氏及び松本勉氏が平成

20 年８月４日をもって任期満了のため、引き続き公平委員会委員として高田晃男氏及

び松本勉氏を選任いたしたく、ご提案申し上げる次第でございます。 

  なお、高田氏及び松本氏の履歴は次ページ以下に記載させていただいております。

人事行政に関する豊かな知識、経験を生かし、さらにご尽力いただけるものと確信を

しているところでございます。 

  以上、簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ慎重ご

審議の上、ご同意賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（河西 正義君）  本件については質疑、討論を行わず、直ちに採決に入りま

す。本件は原案に対し同意することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案に対し同意する

ことに決しました。 

  日程第８、報告第１号 専決事項の報告についてを議題とします。理事者から提案

理由の説明を求めます。辻課長。 

○課長（辻 康明君）  ただいまご上程いただきました報告第１号 専決事項の報告

につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。議案書の９ページをお開きいただ

きたいと存じます。 

  今回、専決いたしましたのは、北河内 4 市リサイクル施設組合職員の勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例でございまして、急施を要し、組合議会を招集する

暇がないと認めたため、地方自治法第 292 条において準用する同法第 179 条第１項の

規定により、管理者において平成 20 年３月 31 日付で専決いたしました。同条第３項

の規定により、ご報告し承認を求めるものでございます。 

  条文の朗読を省略させていただきまして、要点のみご説明を申し上げます。議案書

11 ページをご覧願います。 

  第７条の改正は、休息時間に関する規定を削除したものでございます。なお、本条

の改正に伴い、従来の午後零時 15 分から午後 1 時までの休憩時間を、午後零時から午

後零時 45 分までに改めております。 

  ８条の改正は、第７条の改正に伴う条文の整理でございます。 

  最後に、附則といたしまして、この条例は平成 20 年４月１日から施行したものでご
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ざいます。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご

審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（河西 正義君）  これから質疑に入ります。なお、会議規則により質疑の回

数は３回を超えることができません。また、質疑は議題外に及ぶことのないように念

のためお知らせをいたします。これから質疑に入るのでありますが、ただいまのとこ

ろ通告はありません。質疑はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）  質疑なしと認めます。これから討論に入るのでありますが、

ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）  討論なしと認めます。 

  これから報告第１号を採決します。本件は原案のとおり承認することにご異議あり

ませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり承認さ

れました。中谷議員。 

○８番（中谷 光夫君）  この際、次の内容を追加案件とされるよう動議を提出しま

す。 

  本施設は２月から本格稼働してから高いＴ-ＶＯＣ値が続いています。どんな対応、

対策をしてきたのか、経過報告と質疑を求めます。以上、ご賛同いただきますようよ

ろしくお願いします。 

 （「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）  ただいま中谷議員から北河内 4 市リサイクルプラザの操業

開始以降の経過報告とそれに対する質疑を求める旨の動議が提出をされ、所定の賛成

者がありますので、動議は成立しました。 

よって本動議を直ちに議題とし、採決をします。お諮りいたします。本動議のとお

り決することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者 起立） 

○議長（河西 正義君）   起立少数であります。よって本動議は否決をされました。 

  以上をもって本臨時会に付議された事件はすべて議了いたしました。 
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  閉会に際し、管理者からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受け

いたします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  閉会にあたりまして一言お礼のごあいさつを申し上げま

す。 

  本日は、監査委員及び公平委員会委員の選任同意並びに専決事項の報告についての

議案を上程させていただきましたが、慎重ご審議をいただき、いずれも原案どおりご

同意、ご承認を賜りまして誠にありがとうございました。 

  今後とも、北河内 4 市リサイクル施設組合の事業推進のために一層のご指導、ご鞭

撻をいただきますようお願いを申し上げます。 

  さて、いよいよ暑さも本格化してまいります。議員の皆様にはくれぐれもご健康に

留意をされまして、なお一層ご活躍をいただきますようご祈念を申し上げまして、誠

に簡単措辞ではございますが、閉会にあたりましてのごあいさつとさせていただきま

す。本日は誠にご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

○議長（河西 正義君）  それでは閉会にあたりましてひと言ごあいさつを申し上げ

ます。 

  本日ここに無事、平成 20 年第１回臨時会のすべての日程を終えることができました。

議員の皆さん、理事者の皆さん及びすべての関係者の皆さんのご協力に心から御礼を

申し上げます。 

  今後は、管理者をはじめ理事者の皆さんにおかれましては、引き続き安全には十分

注意をされ、適正かつ円滑な事業の推進に一層努力をされることをお願いします。 

  また、このたびは議員の皆さんの温かいご支持をいただきまして、住田副議長とと

もに正副議長の重職に就任させていただきました。私ども２人は、皆様方のご期待に

応えるべく、協力して公正かつ円滑な議会運営に努めてまいりたいと考えております

ので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げ、甚だ簡単でございますが、

閉会に際しましてのごあいさつとさせていただきます。本日は本当にご苦労さんでご

ざいました。 

  以上をもちまして北河内 4 市リサイクル施設組合議会平成 20 年第１回臨時会を閉会

します。 

（午後２時 25 分  閉会） 
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