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（午後２時00分 開会） 

○書記長（松村泰則君）  本日は何かと御多忙な中を、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

には格別な御理解と御配慮を賜りまして厚くお礼申し上げます。 

  本日は、平成29年度最初の組合議会でございますが、５月に枚方市議会、寝屋川市

議会及び四條畷市議会におきまして役員改選がございました。よって、ただいま本組

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、地方自治法第107条に「議長の職務を行う者がない

ときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う」と規定されておりますので、出席議

員中、最年長議員の、千葉清司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、千葉清司議員、議長席にお移りいただきますよう、お願いいたし

ます。 

○臨時議長（千葉清司君）  ただいま御紹介を賜りました枚方の千葉でございます。 

  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、よろしく御協

力方お願い申し上げます。 

  本日は、何かと御多忙な中をお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

  開会に先立ちまして、議会事務担当書記長から議員の出席状況を報告させます。 

  松村書記長。 

○書記長（松村泰則君）  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（千葉清司君）  ただいま報告のとおり、出席議員は定足数に達しており

ます。 

  これより平成29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きます。 

  会議に先立ちまして、管理者から挨拶を受けることといたします。 

  北川管理者。 

○管理者（北川法夫君）  本日、平成29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、何かと御多

用の中、また大変暑い中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

  さて、本組合におきましては、施設の稼働以降、構成４市及び関係者の皆様方の御

協力をいただき、安全で安定的な施設の運転管理に努め、容器包装プラスチック類の
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リサイクルを推進してまいりました。 

 今後におきましても、適正かつ効率的な施設の運営に努め、事業の円滑な推進に取

り組んでまいる所存でございます。 

  議員の皆様方におかれましては、より一層の御理解と御協力を賜りますよう、よろ

しくお願いをいたします。 

 本日提案させていただきます案件は、監査委員の選任が２件、条例案件が職員の育

児休業等に関する条例の一部改正１件の合計３件でございます。 

  案件の内容につきましては、上程の際、御説明申し上げますので、議員各位におか

れましては、慎重に御審議いただき、御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御挨拶とさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○臨時議長（千葉清司君）  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、山本景議員、堤幸子議員の御両名を指名します。 

○臨時議長（千葉清司君）  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をされている議席を仮議席

といたします。 

○臨時議長（千葉清司君）  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。 

  これに、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（千葉清司君）  御異議なしと認めます。 

  よって、本臨時会の会期は本日１日と決定いたしました。 

○臨時議長（千葉清司君）  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、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（千葉清司君）  御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。 



－3－ 

 

  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、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（千葉清司君）  御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、岡沢龍一議員を指名します。 

  お諮りします。 

  ただいま臨時議長において指名いたしました岡沢龍一議員を、議長の当選人と定め

ることに御異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（千葉清司君）  御異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました岡沢龍一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岡沢龍一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。 

  岡沢龍一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。 

  岡沢龍一議長。 

○議長（岡沢龍一君）  議長就任に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

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

を仰せ付かることになり、正に身の引き締まる思いをいたしております。 

  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。 

  この１年間、皆様方の御理解と御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申し上げます。 

  誠に簡単ではございますけれども、就任に当たりましての御礼の御挨拶とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（千葉清司君）  岡沢議長の挨拶が終わりました。 

  それでは、岡沢龍一議長と交代します。 

  ここで臨時議長の職務を終わらせていただきます。御協力方、ありがとうございま
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した。 

○議長（岡沢龍一君）  それでは、引き続き、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図のとおりに指定します。 

○議長（岡沢龍一君）  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、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡沢龍一君）  御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、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡沢龍一君）  御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。 

  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いたしました梶本孝志議員を、副議長の当選人と定める

ことに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡沢龍一君）  御異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いた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、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。 

  梶本孝志副議長。 

○副議長（梶本孝志君）  一言お礼の御挨拶を申し上げます。 
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  ただいまは皆さんの御推挙によりまして副議長の大任を拝しました、寝屋川の梶本

でございます。 

  この１年間、岡沢議長の下、公正・公平な議会運営に努めてまいりたい、このよう

に思っておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

  これをもって御挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。 

○議長（岡沢龍一君）  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

をしたい旨の申出がありますので、これをお受けします。 

  北川管理者。 

○管理者（北川法夫君）  一言お祝いの御挨拶を申し上げます。 

  この度、北河内４市リサイクル施設組合議会の議長に御就任されました岡沢龍一議

員、副議長に御就任されました、梶本孝志議員におかれましてはお祝いとお慶びを申

し上げます。おめでとうございます。 

  今後、正副議長には、当組合の運営に格別の御理解と御協力をいただきますととも

に、議会運営に特段の御配慮を賜りますよう、お願いいたします。 

  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、全力で取り組んでまいる所存でございます。 

  何とぞよろしく、御指導、御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、正副議長就任に当たりましてのお祝いの御挨拶とさせてい

ただきます。誠におめでとうございます。 

○議長（岡沢龍一君）  この際、諸般の報告をいたします。 

  平成29年２月22日から平成29年７月19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。 

  御了解いただきますようお願いいたします。 

○議長（岡沢龍一君）  日程第６、議案第４号「監査委員の選任」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、皿海ふみ議員が除斥となります。 

 （13番 皿海ふみ議員 退場） 

○議長（岡沢龍一君）  管理者から提案理由の説明を求めます。 

  北川管理者。 

○管理者（北川法夫君）  議案第４号、監査委員の選任につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

  議案書の１ページをお開き願いたいと存じます。 
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 本案は、議員選出の監査委員、森本勉議員が平成29年５月18日をもって退任されま

したので、後任の監査委員として皿海ふみ議員を選任いたしたく、北河内４市リサイ

クル施設組合規約第13条第２項の規定により、同意を求めるものでございます。 

  以上、誠に簡単な説明ではございますが、何とぞ、慎重御審議いただき、御同意賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（岡沢龍一君）  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、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡沢龍一君）  御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。 

  皿海ふみ議員の除斥を解きます。 

（13番 皿海ふみ議員 入場） 

○議長（岡沢龍一君）  日程第７、議案第５号「監査委員の選任」を議題とします。 

  管理者から提案理由の説明を求めます。 

  北川管理者。 

○管理者（北川法夫君）  議案第５号、監査委員の選任につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

  議案書の２ページをお開き願いたいと存じます。 

  本案は、監査委員、坂入冨士雄氏が、平成29年７月19日をもって退任されましたの

で、後任の監査委員として九鬼康夫氏を選任いたしたく、北河内４市リサイクル施設

組合規約第13条第２項の規定により同意を求めるものでございます。 

  なお、九鬼氏の履歴等は３ページ、４ページに記載させていただいております。 

  行政運営に関する優れた識見をいかし、本組合の監査業務に御尽力いただけるもの

と確信しているところでございます。 

  以上、誠に簡単な説明ではございますが、何とぞ、慎重御審議いただき、御同意賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（岡沢龍一君）  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。 
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  本件は、原案に対し同意することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡沢龍一君）  御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。 

○議長（岡沢龍一君）  日程第８、議案第６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の一部改正」を議題とします。 

  理事者から提案理由の説明を求めます。 

 園田課長代理。 

○課長代理（園田一博君）  ただいま、上程いただきました議案第６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の一部改正につきまして、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 議案書の５ページ及び参考資料の１ページをお開き願います。 

  本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正により、育児休業等の対

象となる子の範囲が拡大されたこと等に伴い、所要の規定の整備を行うため、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の一部改正を行うものでござ

います。 

  それでは、条文の朗読を省略させていただき、改正案の要旨につきまして、御説明

を申し上げます。 

  第２条の２を第２条の３として、追加する第２条の２の規定は、育児休業等の対象

となる子の範囲の拡大に関わって、育児休業等の対象となる、条例で定める子につい

て、児童福祉法第６条の４第１号に規定する養育里親である一定の職員に委託されて

いる児童とすることを定めるものでございます。 

  第３条の改正及び第８条の改正は、規定の整理を行うものでございます。 

 第16条第２項の改正は、育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にお

ける、部分休業を承認する時間の上限について、２時間から当該勤務しない時間を減

じた時間とすることを定めるものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は、平成29年８月１日から施行することとしており

ます。 

  以上、誠に簡単な説明ではございますが、原案どおり御協賛を賜りますようお願い

申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（岡沢龍一君）  これから質疑に入ります。 
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  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念のためお知らせいたします。 

  これから質疑に入るのではありますが、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（岡沢龍一君）  質疑なしと認めます。 

  これから討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡沢龍一君）  討論なしと認めます。 

  これから議案第６号を採決します。 

  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡沢龍一君）  御異議なしと認めます。 

  よって、本件は原案のとおり可決されました。 

  以上をもって、本臨時会に付議された事件は全て議了しました。 

 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。 

 北川管理者。 

○管理者（北川法夫君）  閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げます。 

  本日、御提案申し上げました３件の案件につきましては、慎重に御審議を賜り、い

ずれも御同意、御可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。 

  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、一層の御指導、ごべんたつを賜りますよう、お願いいたします。 

  さて、これから暑さも日増しに厳しくなってまいります。議員各位におかれまして

は、健康に御留意いただき、なお一層御活躍をいただきますよう御祈念申し上げまし

て、誠に簡単ではございますが、閉会に当たりましての御礼の御挨拶とさせていただ

きます。大変ありがとうございました。 

○議長（岡沢龍一君）  それでは、閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

  本日ここに、無事、平成29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御協力に心から御礼を

申し上げます。 
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  また、この度は議員の皆さんの温かい御支持をいただきまして、梶本副議長と共に

正副議長の重職に就任させていただきました。 

 私ども２人は、皆様方の御期待にお応えするべく、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、御理解と、御協力をいただきますよう、

お願い申し上げます。 

  甚だ簡単ではございますが、閉会に際しましての御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29年第１回臨時会を閉

会いたします。 

（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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