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（午後２時 開会） 

○事務局長（髙田 哲治君）  本日は何かとご多忙な中を北河内４市リサイクル施設

組合議会の臨時会にお集まりいただき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お礼申し上げます。 

  本日は平成 26 年度最初の組合議会でございまして、枚方市議会及び寝屋川市議会に

おきまして役員改選があり、本組合議会の議長及び副議長が不在となっております。

これから議会が開かれますが、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第 107 条の規

定により、年長の議員が議長の職務を行うことになっております。 

つきましては、出席議員中、年長の議員でございます安田勇議員に臨時に議長の職

務を行っていただきたいと存じます。恐れ入りますが、安田勇議員、議長席にお移り

いただきまして、よろしくお願い申し上げます。 

○臨時議長（安田 勇君）  ただいまご紹介いただきました寝屋川の安田でございま

す。議長が選挙されるまでの間、年長のゆえをもちまして私が臨時に議長の職務を行

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  本日は何かとご多忙の中ご参会いただきまして心からお礼申し上げます。開会に先

立ちまして、事務局長に議員の出席状況を報告いたさせます。事務局長。 

○事務局長（髙田 哲治君）  本日の会議のただいまの出席議員は 13 名でございます。

以上で報告を終わります。 

○臨時議長（安田 勇君）  ただいま事務局長から報告のとおり、出席議員は定足数

に達しております。これより平成 26 年第１回北河内４市リサイクル施設組合議会臨時

会を開会いたします。 

  まず、会議に先立ちまして、管理者から挨拶を受けることにいたします。馬場管理

者。 

○管理者（馬場 好弘君）  本日、平成 26 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６年半が経過いたしますが、この間、市民

の皆様のごみの分別やリサイクルに対する意識はますます高まる中、当リサイクルプ

ラザにつきましては、順調に稼働し、質の高いリサイクル処理を進めることができて

おります。今後におきましても、施設運営に当たりましては、構成４市及び関係者の

皆様と更なる連携・協力を図りながら、業務を遂行してまいる所存でございますので、



 2

議員各位のより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１件でございます。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

ましてはご協賛賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶と

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（安田 勇君）  管理者の挨拶は終わりました。 

次に、本臨時会の会議録署名議員の指名をいたします。会議録署名議員は、藤本美

佐子議員、皿海ふみ議員の２名を指名いたします。 

  次に、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

だいま皆様が着席されている議席を仮議席として指定します。 

  次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。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が、これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（安田 勇君）  ご異議なしと認め、さよう決します。よって本臨時会の

会期は、本日１日と決定いたします。 

  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が、これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（安田 勇君）  ご異議なしと認め、さよう決します。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

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（安田 勇君）  ご異議なしと認め、さよう決します。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。 

  これより議長の指名を行います。議長に池上典子議員を指名いたします。 

  お諮りします。ただいま臨時議長において指名しました池上典子議員を議長の当選

人と定めることにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（安田 勇君）  ご異議なしと認め、さよう決します。よってただいま指

名しました池上典子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池
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上典子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。 

  池上典子議長から就任に際し、挨拶をしたい旨の申出がありますので、これを許し

ます。池上典子議長。 

○議長（池上 典子君）  議長就任に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  この度の議長選挙におきましては、皆様方のご推挙をいただき、不肖私が議長の要

職に就かせていただくことになり、正に身の引き締まる思いでございます。議長とし

ての職務の重要性を深く認識し、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。 

  近年、地球規模での環境問題が注目されている中、当組合の進めているこの事業は、

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、大変意義深い事

業であるというふうに思っております。この１年間、皆様方のご理解とご協力をいた

だきまして、職責を全うしてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願

いいたします。 

  甚だ簡単ではございますけれども、就任に当たりましてのお礼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。 

○臨時議長（安田 勇君）  池上典子議長の挨拶は終わりました。 

それでは池上典子議長と交代します。ここで臨時議長の職務を残念ながら終わりた

いと思います。よろしくお願いします。 

 （議長交代） 

○議長（池上 典子君）  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

おりに指定いたします。 

  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。これにご異議はありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（池上 典子君）  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。これにご異議はありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（池上 典子君）  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。副議長に安田勇議員を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長において指名しました安田勇議員を副議長の当選人と

定めることにご異議はありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（池上 典子君）  ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました安田

勇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安田勇議員が議

場におられますので、本席から当選の告知をいたします。 

  安田勇副議長から就任に際し、挨拶したい旨の申出がありますので、これをお受け

します。安田勇副議長。 

○副議長（安田 勇君）  副議長就任に当たりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げ

ます。 

  ただいま副議長にご推挙をいただきまして、この大役を心から恐縮に思う次第でご

ざいます。何分にも浅学非才の身でございますが、素晴らしい議長、池上議長のもと、

公平で円滑な議会運営に邁進（まいしん）したいと思いますので、どうぞ温かいご支

援賜りますように心からお願い申し上げまして、簡単措辞でございますが、挨拶に代

えたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池上 典子君）  ただいま管理者から、この度の正副議長の就任に際し、挨

拶したい旨の申出がありますので、これをお受けします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  一言、お祝いのご挨拶を申し上げます。 

  この度、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池上

典子議員、副議長にご就任されました安田勇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、副管理者を始め、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、ご指導、ご協力いただきますようお願いを申し上げまして、誠に簡単では

ございますが、正副議長ご就任に際しましてのお祝いのご挨拶といたします。おめで

とうございます。 

○議長（池上 典子君）  この際、諸般の報告をいたします。平成 26 年２月 26 日か



 5

ら平成 26 年７月 28 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。 

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（池上 典子君）  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。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、議会選出の監査委員前波艶子議員が、平成 26 年７

月 28 日をもって退任のため、後任の監査委員として大川泰生議員を監査委員に選任い

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。何とぞご同意

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（池上 典子君）  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はありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（池上 典子君）  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（池上 典子君）  以上をもって本臨時会に付議された事件は全て議了いたし

ました。 

  閉会に際し、管理者から挨拶したい旨の申出がありますので、これをお受けします。

馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  閉会に当たりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

  本日ご提案申し上げました監査委員の選任について、原案どおりご同意を賜り、厚

くお礼を申し上げます。 

  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一層のご指導、ごべん

たつを賜りますようお願い申し上げます。 

  さて、いよいよ暑さも本格化してまいります。議員各位におかれましては、くれぐ

れもご健康にご留意をされ、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
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して、誠に簡単でございますが、閉会に当たりましてのお礼のご挨拶とさせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

○議長（池上 典子君）  それでは閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  本日ここに無事、平成 26 年第１回臨時会の全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全ての関係者の皆さんのご協力に心からお礼を申

し上げます。 

  今後は、管理者を始め、理事者の皆さんにおかれましては、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の努力をされることをお願いいたします。 

  また、この度は議員の皆様の温かいご支持をいただきまして、安田副議長と共に正

副議長の重職に就任させていただきました。私ども二人は、皆様方のご期待にお応え

すべく、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。ご

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

に際しましてのご挨拶とさせていただきます。本日はどうもお疲れさまでした。 

  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 26 年第１回臨時会を閉

会します。 

（午後２時 18 分  閉会） 
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