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第２７回 にしはりま環境事務組合議会臨時会会議概要録 

 

１．開会日時 平成２７年５月２１日（木曜日）午前９時４５分 

２．閉会日時 平成２７年５月２１日（木曜日）午前１０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（１１名） 

３番 木南 裕樹     ４番 今川  明 

５番 飯田 吉則      ６番 林  克治 

７番 岡前 治生     ８番 岸本 義明 

９番  松本 洋一    １０番 山本 守一 

１１番  加古原 瑞樹   １２番 小林 裕和 

１４番  西岡  正 

５．欠席議員（３名） 

１番 有馬 剛朗     ２番 阿山 正人 

１３番 石黒 永剛  

６．出席説明員 

管理者  庵逧 典章    副管理者 遠山  寛 

監査委員 西後 竹則 

７．出席事務局職員 

にしはりま環境事務組合会計管理者 船曳  覚 

にしはりま環境事務組合事務局長 梶生 隆弘 

同次長兼企画調整係長 北川  満 

同業務係長 小豆 健一 

同総務係長 松井 信弘 

８．関係市町主管課長 

たつの市市民生活部環境課長 堀 謙一郎 

宍粟市市民生活部環境課長 宮田 隆広 

上郡町住民課長 樫村 孝一 
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佐用町住民課長 岡本 隆文 

９．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 議長辞職の件 

５ 追加日程 

第１ 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 

６ 閉会宣告 

７ 管理者あいさつ 

８ 議長あいさつ 

 

 

議長あいさつ 

○副議長（岸本義明君） 皆さん、あらためましておはようございます。副議長の岸本でございます。 

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

ろしくお願い申し上げます。 

本日、ここに第２７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が、管理者並びに議

員各位におかれましては、５月臨時会、６月定例会前のご多忙中にも拘りませず、ご参集いただき

まして、誠にありがとうございます。 

この度、議長の石黒永剛君から議長辞職の届出が出されております。その取扱いにつきまして、

本日、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

ございますが、あいさつに代えさせていただきます。 

また、有馬議員、阿山議員、石黒議員より欠席の届けが提出されておりますので、ご報告申し上
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げます。 

 

管理者あいさつ 

○副議長（岸本義明君） 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） 失礼します。皆さん、あらためましておはようございます。早朝からご出席

いただきまして、ありがとうございます。 

先ほどの議長からのごあいさつのように、石黒議長が辞任されまして、それに伴う臨時議会とい

うことで、本当に日程がなかなか調整できなくて、急な臨時議会になりました。管理者側といたし

ましても、今日はたつの市長、宍粟市長、姫路市副市長も日程調整がつきませんでしたので、申し

訳ございませんが、欠席ということになりましたので、ご了承いただきたいと思います。 

この施設も３年目に入りました。今、皆さんのご協力の中で、順調に施設管理運営ができており

ます。引き続いて、しっかりと運営していきたいと思いますので、議会の皆様方のご理解とご支援

を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。開会のあたりましてのあいさつに代えさせ

ていただきます。 

 

開会宣告 

○副議長（岸本義明君） ありがとうございました。 

ただ今の出席議員数は、定足数に達しておりますので、これより第２７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。 

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（岸本義明君） 日程第１ 議席の指定を行います。 

この度、姫路市、たつの市から選出されました組合議会議員の変更に伴いまして、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、ご異議ございません
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か。 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

○副議長（岸本義明君） ご異議なしと認めます。 

よって、お手元に配りました議席表のとおり指定します。 

本日、たつの市より新しく選出されました、木南裕樹議員がお出でになっておりますので、一言

ごあいさつをお願い申し上げます。 

 

○３番（木南裕樹君） あらためましておはようございます。たつの市新宮町から来ました木南と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○副議長（岸本義明君） 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。 

９番 松本 洋一議員、１０番 山本守一議員、以上、両議員によろしくお願い申し上げます。 

 

日程第３ 会期の決定 

○副議長（岸本義明君） 日程第３ 会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

今期臨時会の会期は、本日５月２１日の１日限りといたしたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

○副議長（岸本義明君） 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。 

 ここで、ご報告いたします。 

 平成２７年５月１日付けで、議長、石黒永剛君から議長の辞職願が提出されております。 

 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、議案の朗読を省略したいと思い

ます。ご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」という声あり〕 

 

○副議長（岸本義明君） 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 にしはりま環境事務組合議会議長辞職の件 

○副議長（岸本義明君） 日程第４ にしはりま環境事務組合議会議長辞職の件を議題といたします。 

 事務局長に辞職願を朗読させます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（梶生隆弘君） 失礼します。 

平成２７年５月１日、にしはりま環境事務組合議会副議長 岸本義明様、にしはりま環境事務組

合議会議長 石黒永剛、辞職願、この度、一身上の都合により、議長を辞職したいので、許可くだ

さるよう願い出ます。 

以上です。 

 

○副議長（岸本義明君） お諮りします。 

石黒永剛君の議長の辞職を許可することに、ご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

○副議長（岸本義明君） ご異議なしと認めます。 

よって、石黒永剛君の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

ただいま議長が欠員となりました。 

お諮りいたします。 

 にしはりま環境事務組合議会議長の選挙 を日程に追加し、追加日程１として、直ちに選挙を行い

たいと思います。ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

○副議長（岸本義明君） ご異議なしと認めます。 
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よって、にしはりま環境事務組合議会議長の選挙 を日程に追加し、追加日程１として、選挙を行

うことに決定いたしました。 

ここで、暫時休憩いたします。 

 

～暫時休憩～ 

 

○副議長（岸本義明君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

追加日程第１ 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（岸本義明君） 追加日程第１ 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

議題といたします。 

選挙に入る前に、議長の任期について、お諮りいたします。 

にしはりま環境事務組合議会の申し合わせによりまして、議長の任期は２年となっていますが、

今期は任期途中の改選でありますので、今選挙におきます議長の任期は、前任者の残任期間とする

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（岸本義明君） 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項の規定によりまして、議長による指名

推選にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

○副議長（岸本義明君） 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、西岡正議員を指名します。 

お諮りします。 

ただ今、指名いたしました西岡正議員を、議長の当選人と定めることにご異議ございま

せんか。 
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〔「異議なし」という声あり〕 

 

○副議長（岸本義明君） ご異議なしと認めます。 

ただ今、指名いたしました西岡正議員が議長に当選されました。 

議長に当選されました西岡正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。 

西岡正議員、議長席にお着きのうえ、ごあいさつをお願い申し上げます。 

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（西岡正君） 失礼いたします。議長就任にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 ただ今、皆様方のご推選をいただきまして、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、佐用町議会の西岡正でございます。微力ではありますけれども、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。議員の皆様、そして庵逧管理者をはじめ副管理者

の皆様の格段のご支援、ご協力を心よりお願いいたしまして、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。 

 

閉会宣告 

○議長（西岡正君） これで本日の日程はすべて終了いたしました。 

会議を閉じます。 

第２７回 にしはりま環境事務組合議会臨時会を閉会いたします。 

 

管理者あいさつ 

○議長（西岡正君） ここで管理者からあいさつの申し出がありますので、よろしくお願いします。 

 管理者。 

 

○管理者（庵逧典章君） 閉会にあたりまして、一言ごあいさつさせていただきます。 

ただ今は、西岡議員が議長にご就任いただきました。西岡議長には、引き続いて、このにしはり

ま環境事務組合クリーンセンターの管理運営にあたりまして、いろいろとご指導と、また、ご支援

を賜りますように、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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こうして季節も、もう既に初夏を迎えました。それぞれの議会においても６月議会を控えて、議

員の皆様方、大変お忙しいことと思います。季節はどんどん進んでおりますけれども、大変汗ばむ

ような日中の暑さになっております。十分に健康に気を付けていただきまして、ますますご活躍さ

れますようにご祈念申し上げたいと思います。本日は、誠にありがとうございました。ご苦労様で

した。 

 

○議長（西岡正君） ありがとうございました。 

 

議長あいさつ 

○議長（西岡正君） 閉会に当たりまして、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ましたことに、誠にありがと

うございます。 

本日の議会審議を受けて今後とも組合として正副管理者が一致協力し、円滑な施設運営にご努力

をよろしくお願いいたします。 

議員各位におかれましては、６月定例会を控え、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す。簡単ではございますが閉会のあいさつと代えさせていただきま

す。本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

午前１０時００分閉会 

 

 


