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                                     午後２時00分 開会 

〇事務局長（宮崎長寿） 定刻になりました。本臨時会は、議員改選後、初めての議会です。 

  議長が選挙されるまでの間、地方自治法第 107 条の規定によって、出席議員の中で、年長の議員が臨

時に議長の職務を行うことになっております。 

  出席議員中、瀧島愛夫議員が最年長者でありますので、臨時議長をお願いいたします。 

○臨時議長（瀧島愛夫） 本日は、平成29年第１回西多摩衛生組合議会臨時会のため、公私とも大変お忙

しい中、全員のご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

  本日は、初議会でございますので、地方自治法第 107 条の規定により、年長の私が臨時議長を務めさ

せていただきますので、よろしくご協力のほどお願いをいたします。 

 議員現在数 12 名、出席議員 12 名、よって、定足数に達しておりますので、本日の議会は成立いたし

ました。 

 それでは、ただいまから平成29年第１回西多摩衛生組合議会臨時会を開会いたします。 

 これより、議事に入ります。 

 臨時議長において行う議事日程は、お手元に配布いたしました議事日程（第１号）といたします。 

 日程第１、仮議席の指定について、を行います。 

 仮議席の指定につきましては、臨時議長が定めることになっておりますので、ただいま、ご着席の議

席といたします。 

 日程第２、議長選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第118条第２項に規定されている指名推選で行いたいと思います

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（瀧島愛夫） 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定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 被指名人の指名方法は、臨時議長において指名することと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」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（瀧島愛夫） ご異議なしと認めます。よって、臨時議長において指名することに決定をいた

しました。 

  それでは、議長に末次和夫議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま、臨時議長において指名いたしました末次和夫議員を、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（瀧島愛夫） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました末次和夫議員が、

議長に当選をされました。 

  議会会議規則第23条の規定により、本席から当選の告知をいたします。 

  末次和夫議員、議長に当選されましたので、就任のごあいさつをお願いいたします。 

〇議 長（末次和夫） 皆さんこんにちは。ただいま議員各位のご推挙によりまして、西多摩衛生組合議

会の議長を仰せつかりました末次でございます。本議会の議案等につきまして、議員の皆様の協力でし
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っかりと審議をしてまいりたいと、かように思っておりますので、よろしくお願いいたします。（拍

手） 

〇臨時議長（瀧島愛夫） どうもありがとうございました。 

  これをもちまして、臨時議長の職務を終了いたしました。末次和夫議長、議長席にお着きを願います。 

  暫時休憩いたします。 

                                     午後２時04分  休憩 

                                     午後２時07分  再開 

○議 長（末次和夫） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、管理者より発言の申し出がありますので、これを許します。並木心管理者。 

○管理者（並木 心） 改めまして、皆様こんにちは。議長のお許しをいただきまして、ごあいさつを申

し上げます。 

  本日は、平成29年第１回西多摩衛生組合議会臨時会を招集申し上げましたところ、大変お忙しい中に

もかかわらず、全員の議員の皆様のご出席をいただき、まことにありがとうございます。 

  議員各位におかれましては、それぞれ構成市町の議員としてご活躍をいただいているところでござい

ますが、同時に、当西多摩衛生組合の議員としても、ご尽力を賜りたいと存じます。よろしくお願い申

し上げます。 

  さて、組合の事務事業の状況でありますが、まず、環境センターでの可燃ごみの処理につきまして申

し上げますと、平成 28 年度の構成市町のごみ搬入実績は、約６万 2,000 トンで、平成 27 年度と比較い

たしますと、約1,300トン、2.1％の減少となっております。 

  また、多摩地域ごみ処理・広域支援体制に基づき、平成28年度に実施いたしました、小金井市の可燃

ごみ焼却処理委託の搬入実績は、約1,800トンでありました。 

  環境センターでの可燃ごみ焼却処理に際しては、公害防止設備をはじめ、施設の維持管理に万全を期

し、法律で定められた環境基準、並びに地域住民との間で締結しております公害防止協定を遵守しなが

ら、安全かつ衛生的に処理を行っているところであります。 

  なお、関係各位のご理解とご協力のもと、当組合において実施してまいりました、小金井市の広域支

援につきましては、小金井市が属する第１ブロック内の団体間で、支援調整が図られたことから、平成

28年度末をもちまして、終了とさせていただきました。 

  ごみ搬入状況の詳細につきましては、後ほどの議員全員協議会でご報告をさせていただきます。 

  次に、フレッシュランド西多摩の運営状況でありますが、平成 28 年度の浴場施設利用者数は、約 13

万9,500人となっており、平成25年度以降、利用者数は毎年、増加傾向を示しておりまして、地域に密

着した温浴施設として、幅広い年齢層の方々に、ご好評をいただいております。 

  当組合といたしましては、地域交流の拠点として、また、地域住民の憩いの場として、今後とも皆様

からのご要望等をお聞きしながら、より一層のサービス向上に努めてまいりたいと考えております。 

  さて、今次臨時会は、監査委員の選任に関わる議案１件をご提案申し上げます。重要な案件でござい

ますので、よろしくご審議の上、ご同意をいただきますよう、お願い申し上げ、開会に当たりましての

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（末次和夫） 以上で、管理者の発言は終わりました。 

  この際、日程の追加について申し上げます。 

  本日の議事日程（第１号）に、先ほど、お手元に配布いたしました議事日程（第１号）追加の１を追

加いたします。 



- 3 - 

  これより、追加日程に入ります。 

  追加日程第１、議席の指定を行います。 

  議席の指定は議会会議規則第３条第１項の規定により、議長において、 

   １番 石川  修 議員 

   ２番 近藤  浩 議員 

   ３番 齋藤 成宏 議員 

   ４番 工藤 浩司 議員 

   ５番 山内公美子 議員 

   ６番 山﨑  勝 議員 

   ７番 瀧島 愛夫 議員 

   ８番 門間 淑子 議員 

   ９番 富永 訓正 議員 

   10番 末次 和夫 議員 

   11番 佐藤 弘治 議員 

   12番 堀 雄一朗 議員 

  以上のとおり指定いたします。 

 追加日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、議会会議規則第53条の規定により、議長において指名いたします。 

  １番  石川  修 議員 

  ２番  近藤  浩 議員 

 以上、２名を指名いたします。 

 この際、諸報告事項がありますので、事務局長より報告をいたします。宮崎事務局長。 

○事務局長（宮崎長寿） それでは、諸報告をさせていただきます。 

  はじめに、本臨時会の招集通知につきましては、平成 29 年７月３日付け、西衛発第 256 号で、平成

29 年第１回西多摩衛生組合議会臨時会を招集した旨、管理者より議会宛てに通知があり、これを受理し

てございます。 

  次に、本臨時会の会期でございますが、提出案件の件数、また、その内容等を考慮いたしまして、本

日１日限りとしてお諮りすることとさせていただきますので、よろしくお願いします。 

  次に、日程でございますが、既にお手元にご配布しておりますとおりの議事日程で進めさせていただ

きますので、よろしくお願いします。 

  最後になりますが、本臨時会における議事説明員として、正副管理者、会計管理者及び事務局長以下

事務局職員が出席をしておりますことを、ご報告申し上げます。 

○議 長（末次和夫）以上で、報告は終わりました。 

 なお、本日の議事運営につきましては、ただいま報告いたしましたとおり進めますので、よろしくお

願い申し上げます。 

  次に、追加日程第３、会期の決定についての件を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

本臨時会の会期については、７月10日、１日限りといた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」と呼ぶ者あり） 
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○議 長（末次和夫） ご異議なしと認めます。よって、会期につきましては、本日１日限りとすること

に決定いたしました。 

  次に、追加日程第４、副議長選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法については、地方自治法第 118 条第２項に規定されている指名推選で行いたいと思います。

これに、ご異議ありませんか。 

        （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議 長（末次和夫） 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定いたし

ました。 

  お諮りいたします。 

  被指名人の指名方法は、議長において指名することにいた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」と呼ぶ者あり） 

○議 長（末次和夫） ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。 

  それでは、副議長に瀧島愛夫議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま、議長において指名いたしました瀧島愛夫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（末次和夫） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました瀧島愛夫議員が副議

長に当選されました。 

  議会会議規則第23条の規定により、本席から当選の告知をいたします。 

  瀧島愛夫議員、副議長当選の承諾及びごあいさつをお願いいたします。 

〇副議長（瀧島愛夫） 皆様方のご推薦によりまして、副議長の職に就かせていただきます瀧島と申しま

す。末次議長を補佐しながら、職責を全うしたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。あ

りがとうございます。（拍手） 

〇議 長（末次和夫） ありがとうございました。 

  これより議案審議に入りますが、議会会議規則により、質疑は、同一議員につき同一議案について３

回までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、追加日程第５、議案第４号、西多摩衛生組合監査委員の選任についての件を議題といたし

ます。 

  この際、地方自治法第117条の規定に基づき、石川修議員の除斥を求めます。 

        （石川 修議員除斥） 

〇議 長（末次和夫） それでは、朗読を省略し、提案理由及び内容の説明を求めます。並木心管理者。 

○管理者（並木 心） ただいま議題となりました議案第４号、西多摩衛生組合監査委員の選任について

の件につきまして、ご説明申し上げます。 

  地方自治法第 196 条第１項の規定に基づき、議会議員の中から監査委員を選任するため、議会の同意

をいただきたく本案を提案するものであります。 

  同意を求める者の氏名は、石川修氏で、住所は、東京都西多摩郡瑞穂町南平２丁目 26 番地 10、生年

月日が、昭和24年１月２日であります。 
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  任期につきましては、平成29年７月10日から平成31年４月30日までであります。 

  以上、よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議 長（末次和夫） 以上で、提案理由及び内容の説明は終わりました。 

  これより、本案に対する質疑を行います。 

        （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議 長（末次和夫） 以上で質疑を終わります。 

  これより、本案に対する討論に入ります。通告がありませんでしたが、討論ございますでしょうか。 

        （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議 長（末次和夫） 討論なしと認めます。 

  以上で、討論を終わります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております、議案第４号、西多摩衛生組合監査委員の選任についての件は、原案

のとおり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（末次和夫） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意されました。 

  この際、石川修議員の除斥を解除します。 

        （石川 修議員着席） 

○議 長（末次和夫） ただいま、監査委員に選任されました石川修議員から、ごあいさつをお願いいた

します。 

○監査委員（石川 修） ただいま皆様のご推挙によりまして、監査委員という大役に就かせていただき

ました。西多摩衛生組合の事業運営がスムーズにいくかどうかということで、また、これからのいろい

ろな新規事業等もありますので、監査をしてまいりたいと思うので、よろしくお願いいたします。（拍

手） 

○議 長（末次和夫） ありがとうございました。 

  以上で本日の日程はすべて終了しました。 

  これをもちまして、平成29年第１回西多摩衛生組合議会臨時会を閉会いたします。 

  なお、ここで、ただいま議会選出の監査委員に選任同意をされました石川修議員に対する辞令交付式

が執り行われるということでございますので、もうしばらくご同席をお願いいたします。 

  このあと、２時30分から議員全員協議会を開催しますので、よろしくお願いいたします。 

                                     午後２時22分  閉会 

 


