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（午後２時 00 分  開会） 

○事務局長（寺西 喜久雄君）   

  本日は平成 21 年最初の組合議会臨時会でございまして、枚方市議会、寝屋川市議会、

そして四條畷市議会からは新たな派遣議員さんの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

条の規定によりまして議長が選出されるまでの間、年長の議員が議長の職務を行うこ

ととなっておりますので、出席議員中、最年長の議員でございます堀野久兵衞議員に

臨時議長をお願い申し上げます。何とぞよろしくお願いいたします。恐れ入りますけ

れども、堀野議員、議長席にお移りくださいませ。 

○臨時議長（堀野 久兵衞君）  ただいまご紹介をいただきました堀野でございます。

議長が選出されるまで、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な中をお集まりいただき、誠に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 名でござい

ます。以上、報告を終わります。 

○臨時議長（堀野 久兵衞君）  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 21 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、理事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

します。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  本日、平成 21 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、議員各位におかれましては何かとご

多用の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

  さて、リサイクルプラザの運転開始から、はや 1 年半が経過いたしましたが、この

間、事故やトラブルもなく、順調に運営業務を行っております。今後とも、リサイク

ルプラザの運営にあたりましては、構成４市及び関係者の皆様とより一層連携を図り

ながら、安全を第一に円滑かつ着実に業務を遂行してまいる所存でございます。議員

各位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、監査委員の選任及び専決事項の報告の
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２件でございます。各案件の内容につきましては、上程の際、ご説明を申し上げます

ので、議員各位におかれましては慎重ご審議をいただき、ご協賛賜りますようお願い

申し上げまして、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。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

○臨時議長（堀野 久兵衞君）  どうもありがとうございました。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、稲田美津子議員、出井宏議員の

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

皆さんが着席されている議席を仮議席として指定します。 

  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

日といたしたいと思います。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（堀野 久兵衞君）  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（堀野 久兵衞君）  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（堀野 久兵衞君）  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。議長に大隈恭隆議員を指名します。 

  お諮りします。ただいま臨時議長において指名しました大隈恭隆議員を議長の当選

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（堀野 久兵衞君）  異議なしと認めます。よってただいま指名しました

大隈恭隆議員が議長に当選されました。ただいま議長に当選されました大隈恭隆議員

が議場におられますので、本席から当選の告知をいたします。 
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  大隈恭隆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

お受けします。大隈恭隆議長。 

○議長（大隈 恭隆君）  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、皆様方のご推挙をいただき、不肖私が議長の

要職を仰せつかり、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、前議長同様に組合議会の円滑な運営に全力を尽くしてまいります。 

  さて、近年、地球規模での環境問題が取り沙汰されていますが、当組合が推進して

いる事業は、４市が広域的に力を合わせ、環境への負荷をできる限り少なくする、実

に意義深い事業であると考えております。この１年間皆様方の温かいご理解とご協力

をいただき、重責を全うしてまいりたいと考えております。何とぞよろしくお願い申

し上げます。 

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

ます。ありがとうございました。 

○臨時議長（堀野 久兵衞君）  大隈恭隆議長のあいさつは終わりました。それでは

大隈恭隆議長と交代します。ここで臨時議長の職務を終わらせていただきます。ご協

力ありがとうございました。大隈議長、よろしくお願いいたします。 

 （議長交代） 

○議長（大隈 恭隆君）  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（大隈 恭隆君）  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（大隈 恭隆君）  ご異議なしと認めます。よって指名推選の指名者は、議長

にすることに決しました。 
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  副議長の指名を行います。副議長に梶本孝志議員を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長において指名しました梶本孝志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（大隈 恭隆君）  ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました梶本

孝志議員が副議長に当選されました。ただいま副議長に当選されました梶本孝志議員

が議場におられますので、本席から当選の告知をいたします。 

  梶本孝志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

をお受けします。梶本孝志副議長。 

○副議長（梶本 孝志君）  ひと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まして誠にありがとうございます。１年間、大隈

議長のもと、公平で円滑な議会運営に努めてまいりたいと、このように思っておりま

す。皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、就任のあいさつ

とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（大隈 恭隆君）  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、これをお受けします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  ただいまの役員選出にあたりまして一言お祝いのごあい

さつを申し上げます。 

  新たに北河内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大隈恭隆議員、

副議長にご就任されました梶本孝志議員には心からお祝いとお喜びを申し上げます。

今後とも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よろしく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

簡単でございますけれども、お祝いのごあいさつとさせていただきます。おめでとう

ございます。 

○議長（大隈 恭隆君）  この際、諸般の報告をいたします。平成 21 年２月 19 日か

ら平成 21 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。ご了解いただきますようお願いいたします。 
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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、稲田美津子議員が除斥となります。 

 （ 13 番  稲田美津子議員 退場） 

○議長（大隈 恭隆君）  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識見を有する者の監査委員亀岡勝敏氏が平成 21

年７月 13 日をもって退任されましたので、後任の監査委員といたしまして坂入冨士雄

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大川泰生議員が平成 21 年５月 15 日をもって退任のため、

後任の監査委員として稲田美津子議員を選任いたしたく、ご提案申し上げる次第でご

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。何とぞ慎重に

ご審議をいただきまして、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（大隈 恭隆君）  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（大隈 恭隆君）  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。 

  稲田美津子議員の除斥を解きます。 

 （ 13 番  稲田美津子議員 入場） 

○議長（大隈 恭隆君）  日程第７、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。武図課長。 

○課長（武図 義正君）  ただいま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。恐れ入ります。議案書の４ページ

をお開き願います。 

  本案につきましては、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

て専決したものでございまして、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。 

  初めに専決第１号 北河内４市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例
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の一部改正につきましてご説明いたします。議案書の５ページをお開き願います。 

  本条例は、地方公務員の育児休業に関する法律に基づき、職員の育児短時間勤務制

度について必要な事項を定めるため、同条例の一部を改正するもので、平成 21 年３月

31 日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 

  それでは条文の朗読を省略させていただき、主な改正内容につきまして新旧対照表

によりご説明いたします。恐れ入ります。参考資料の２ページをお開き願います。 

  第３条は、再度の育児休業ができる事情の拡大について、国家公務員の育児休業制

度と同様、負傷等によって養育ができない状態が継続したため育児休業の承認を取り

消された職員が、養育可能な状態に回復したときは、再度育児休業ができるよう規定

するものでございます。 

  次に４ページをご覧ください。 

  第７条は、育児短時間勤務を行うことができない職員を規定するものでございます。 

  第８条は、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に

再度の育児短時間勤務を行うことができる特別な事情を規定するものでございます。 

  ６ページをご覧ください。 

  第９条は、育児短時間勤務の勤務形態について規定するものでございます。 

  ７ページをご覧ください。 

  第 10 条は、育児短時間勤務の請求手続きを、第 11 条は、育児短時間勤務の承認の

取り消し事由を規定するものでございます。 

  ８ページをご覧ください。 

  第 12 条及び第 13 条は、育児短時間勤務の承認が失効した場合等における特別の取

り扱いや所要の手続きについて規定するものでございます。 

  第 14 条は、育児短時間勤務に伴い任用した短時間勤務職員の任期の更新にあたって

は、短時間勤務職員の同意を得なければならないことを規定するものでございます。 

  第 15 条は、育児短時間勤務職員等につきまして、部分休業をすることができない職

員とするものでございます。 

  10 ページをご覧ください。 

  附則といたしまして、施行期日を平成 21 年４月１日とするものでございます。 

  続きまして専決第２号 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

条例の一部改正につきましてご説明いたします。恐れ入ります。議案書の 11 ページを

お開き願います。 
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  本条例は、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を規定するた

め、本条例の一部を改正するもので、平成 21 年３月 31 日付で専決処分をさせていた

だいたものでございます。 

  それでは条文の朗読を省略させていただき、主な改正内容につきまして新旧対照表

によりご説明いたします。恐れ入ります。参考資料の 12 ページをお開き願います。 

  第２条第２項は、育児短時間勤務職員等の１週間当たりの勤務時間につきまして、

職員が承認を受けた育児短時間勤務等の内容に従って定める旨を規定するものでござ

います。 

  13 ページをご覧ください。 

  第２条第４項は、育児短時間勤務に伴い任用した短時間勤務職員の１週間の勤務時

間を規定するものでございます。 

  第３条第１項は、育児短時間勤務職員等の週休日の設定に係る規定でございます。 

  14 ページをご覧ください。 

  第３条第２項は、育児短時間勤務職員等の勤務時間の割り振りに係る規定でござい

ます。 

  第４条第２項は、交代制勤務等を行う育児短時間勤務職員等の週休日の設定に係る

規定でございます。 

  15 ページをご覧ください。 

  第８条は、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間以外の時間における勤務を規定

するものでございます。 

  16 ページをご覧ください。 

  附則といたしまして、施行期日を平成 21 年４月１日とするものでございます。 

  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（大隈 恭隆君）  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（大隈 恭隆君）  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。 



 8

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（大隈 恭隆君）  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（大隈 恭隆君）  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。 

  以上をもって本臨時会に付議された事件はすべて議了しました。 

  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

します。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  平成 21 年第１回北河内４市リサイクル施設組合議会臨

時会の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。 

  本日ご提案申し上げました監査委員の選任及び専決事項の報告について、慎重にご

審議を賜りまして、いずれも原案どおりご同意、ご承認を賜り厚くお礼を申し上げま

す。 

  今後とも議員各位におかれましては、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申し上げます。 

  さて、これから夏本番を迎え、暑さも厳しくなってまいりますが、議員各位におか

れましてはご自愛いただき、今後ますますご活躍をいただきますようご祈念申し上げ

まして、誠に簡単でありますけれども、閉会に際してのお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（大隈 恭隆君）  それでは閉会にあたりましてひと言ごあいさつ申し上げま

す。 

  本日ここに無事、平成 21 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、管理者をはじめとして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いたし

ます。 

  また、このたびは議員の皆様の温かいご支持をいただきまして、梶本副議長ととも

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、皆様方のご期待にお
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応えするべく、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を申し上げ、甚だ簡単ではござい

ますが、閉会に際しましてひと言ごあいさつにさせていただきます。本日はどうもご

苦労さまでございました。 

  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 21 年第１回臨時会を閉会

します。 

（午後２時 25 分  閉会） 



１．地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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