第３２回 にしはりま環境事務組合議会臨時会会議録
１．開会日時 平成２９年５月２９日（月曜日）午前１０時５０分
２．閉会日時 平成２９年５月２９日（月曜日）午前１１時００分
３．場

所 にしはりまクリーンセンター 管理棟 ２階 研修室

４．出席議員（１４名）
１番 三和

衛

２番 谷川 真由美

３番 木南 裕樹

４番 今川 明

５番 神吉 正男

６番 林

７番 東

８番 実友 勉

豊俊

９番 井口 まさのり

克治

１０番 山本 守一

１１番 廣利 一志

１２番 山本 幹雄

１３番 西岡

１４番 岡本 安夫

正

５．出席説明員
管理者

庵逧 典章

副管理者 内海 將博

副管理者 福元 晶三（職務代理）
副管理者 遠山

寛

監査委員 西後 竹則
６．出席事務局職員
にしはりま環境事務組合会計管理者 高見 寛治
にしはりま環境事務組合事務局長 井上 憲生
同次長兼企画調整係長 家

昭宏

同業務係長 小豆 健一
同総務係長 谷本 供三
７．関係市町主管課長
姫路市環境局美化部リサイクル推進課長 山内 功志
たつの市市民生活部環境課長 石原 重雄
宍粟市市民生活部環境課長 宮田 隆広
上郡町住民課長 塚本 卓宏
佐用町住民課長 敏蔭 高弘
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８．議事日程
１ 議長あいさつ
２ 管理者あいさつ
３ 開会宣告
４ 議事日程
第１ 議席の指定
第２ 会議録署名議員の指名
第３ 会期の決定
第４ 選挙第３号 にしはりま環境事務組合議会議長選挙について
５ 閉会宣告
６ 管理者あいさつ
７ 議長あいさつ

議長あいさつ
○副議長（山本守一君）
皆さん、あらためましておはようございます。副議長の山本守一でございます。
本日、地方自治法第 106 条の規定により議長を務めさせていただきます。各位のご協力をよろしく
お願いいたします。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、ここに第 32 回 に
しはりま環境事務組合議会・臨時会が招集されましたところ、管理者並びに議員各位におかれまして
は、６月定例会前のご多忙中にもかかわりませず、ご参集賜り誠にご苦労さまです。
さて、本日の臨時会に提案された案件は選挙一件であります。それでは、どうか慎重なる審議を賜
り、適切妥当なる結論が得られますようお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども開会に
あたりましてのごあいさつとさせていただきます。

管理者あいさつ
○副議長（山本守一君）
ここで、管理者からのあいさつをお受けいたします。庵逧管理者。
○管理者（庵逧典章君）
皆さま、おはようございます。5 月も残り少なくなりましたが、ここのところ 5 月らしい爽やかな
天気が続いております。議員の皆さまにおかれては元気に活動されていることと存じます。心よりお
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喜び申し上げます。今日は組合の臨時会でありますが、それぞれの市町におかれては 6 月の定例会を
控え、たいへんお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。先ほど全員協議会の中で協議いた
だいたとおり、宍粟市におかれては 4 月に議会の改選が行われ、また、たつの市におかれても議会役
員が新たに構成され、組合議員の交替もございました。そういった中で、組合議長を決めていただく
ということでの臨時会でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。

開会宣告
○副議長（山本守一君）
管理者のあいさつが終わりました。
ただいまの出席議員数は定足数に達しておりますので、
これより第 32 回にしはりま環境事務組合議
会臨時会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、
お手元に配布しておりますとおりであります。
ただちに日程に入ります。

日程第１ 議席の指定
○副議長（山本守一君）
日程第１、
「議席の指定」を行います。
このたび、たつの市、宍粟市から選出された組合議会議員の変更に伴い、会議規則第 4 条第 3 項の
規定により議席の指定を行いたいと思います。
お諮りします。議席はお手元に配布しております議席表のとおり指定したいと思いますが、これに
ご異議ありませんか。

〔
「異議なし」という声あり〕

○副議長（山本守一君）
「ご異議なし」と認めます。よって、お手元にお配りした議席表のとおり指定します。

日程第２ 会議録署名議員の指名
○副議長（山本守一君）
日程第２、
「会議録署名 議員の指名」を行います。
会議録署名議員は会議規則第 71 条第１項の規定によりまして、議長より指名いたします。
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５番、神吉正男 議員、14 番、岡本安夫 議員、以上、両議員にお願いをいたします。

日程第３ 会期の決定
○副議長（山本守一君）
日程第３、
「会期の決定」を議題にします。
お諮りします。今期臨時会の会期は、本日 5 月 29 日の１日限り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」という声あり〕

○副議長（山本守一君）
「ご異議なし」と認めます。
よって、今期臨時会の会期は本日１日限りと決定いたしました。
なお、ここであらかじめ申し上げておきますが、会議の進行上、議案の朗読を省略いたしたいと思
いますが、これにご異議ございませんか

〔
「異議なし」という声あり〕

○副議長（山本守一君）
「ご異議なし」と認めます。よって、そのように決します。

日程第４ 選挙第３号 にしはりま環境事務組合議会議長選挙について
○副議長（山本守一君）
日程第４、選挙第３号「にしはりま環境事務組合議会議長選挙について」を議題とします。
選挙に入る前に、議長の任期についてお諮りします。
にしはりま環境事務組合議会の申し合わせにより、議長の任期は 2 年となっていますが、今期は任
期途中の退任でありますので、今選挙における議長の任期は、前任者の残任期間を引き継ぐことにご
異議ございませんか。

〔
「異議なし」という声あり〕
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○副議長（山本守一君）
「ご異議なし」と認めます。よって、そのように決定されました。
選挙の方法につきましては、地方自治法第 118 条第 2 項の規定により、議長による指名推選にした
いと思います。これにご異議ありませんか

〔
「異議なし」という声あり〕

○副議長（山本守一君）
「ご異議なし」と認めます。選挙の方法は、議長による指名推選で行うことに決定いたしました。
議長に、実友勉 議員を指名します。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました、実友勉 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」という声あり〕

○副議長（山本守一君）
「ご異議なし」と認めます。ただいま指名いたしました実友勉 議員が議長に当選されました。
議長に当選されました実友勉 議員が議場におられますので、本席から会議規則第 32 条第 2 項によ
り当選の告知をいたします。実友勉 議員、議長席にお着きのうえ、ごあいさつをお願いいたします。
これをもちまして新議長と交代いたします。ご協力ありがとうございました。

○議長（実友勉君）
一言ごあいさつを申し上げます。
ただいま皆さま方のご推薦をいただきまして、にしはりま環境事務組合議会の議長の重責を担うこ
とになりました、宍粟市の実友勉でございます。微力ではありますが、円滑な議会運営のために努力
してまいりたいと思っております。議員の皆さま、そして庵逧管理者をはじめ副管理者の皆さまの格
段のご支援、ご協力を心よりお願いをいたしまして、簡単ではございますがごあいさつといたします。
よろしくお願いいたします。

閉会宣言
○議長（実友勉君）
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これで本日の日程はすべて終了しました。会議を閉じます。
第 32 回 にしはりま環境事務組合議会臨時会を閉会します。

管理者あいさつ
○議長（実友勉君）
ここで、管理者からあいさつの申し出がありますのでお受けいたします。庵逧管理者。
○管理者（庵逧典章君）
ただいま実友議長に就任いただきました。にしはりま環境事務組合は多くの市町により構成してお
ります。組合議員の皆さまにおかれましては、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。この施設
も供用を開始し 5 年目に入りましたが、おかげさまでほぼ当初の計画どおり、大きなトラブルもなく
順調な運営ができております。構成する住民の皆さんの生活を支える施設でもありますので、今後と
も安定した運営を行っていかなければならないという責務を負っております。そういった中で皆さま
にはたいへんお世話になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
また、上郡町におかれては、もうすぐ町長及び議会の改選が控えておられます。それぞれ元気にご
健闘いただき、今後も引き続き組合の運営にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
以上、閉会にあたりましてのお礼のあいさつに代え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。

議長あいさつ
○議長（実友勉君）
管理者のあいさつが終わりました。
閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、提出議案に対する慎重なる審議、
適切なる結論をいただき、誠にありがとうございました。本日の議会審議を受け、今後とも組合とし
て正副管理者が一致協力して円滑な施設運営にご努力をお願いします。
議員各位におかれましては、6 月定例議会を控え健康にご留意いただきまして、一層のご活躍を賜
りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが閉会のあいさつとさせていただきます。本
日はお疲れさまでした。

午前１１時００分閉会

-6-

