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田辺市周辺衛生施設組合議会臨時会会議録 

 

○ 招集   令和３年７月 20 日（火）       

        第２回田辺市周辺衛生施設組合議会臨時会が、清浄館において招集された。                  

 

○  開会   令和３年７月 20 日（火）午前９時 56 分 

 

○  閉会   令和３年７月 20 日（火）午前 10 時 12 分 

 

○  出席議員の氏名は次のとおりである。 （８名） 

 

        １ 番  尾﨑 博文 君    

３ 番  北田 健治 君    

４ 番  橘  智史 君 

５ 番  安達 幸治 君 

６ 番  小川 浩樹 君 

７ 番  山本 秀平 君 

８ 番  真造 賢二 君 

９ 番  出口 晴夫 君 

 

○  欠席議員の氏名は次のとおりである。 （１名） 

 

２ 番  髙田 盛行 君  

 

○  説明のため出席した者の職氏名は次のとおりである。 

 

管理者            真砂 充敏 君 

副管理者           小谷 芳正 君 

会計管理者          櫨畑 淳子 君 

事務局長           早田  斉 君   

事務局主任          脇本 祥司 君    

田辺市廃棄物処理課長     井澗 伴好 君 

みなべ町生活環境課参事    寺本 俊夫 君 

 

○  職務のため議場に出席した者の氏名は次のとおりである。 

 

事務局主査          辻  弘輝 君 
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令和３年第２回田辺市周辺衛生施設組合議会臨時会 

 

議   事   日   程 

 

１ 開会日時 令和３年７月 20 日（火）午前９時 56 分 

 

２ 開会場所 田辺市周辺衛生施設組合 清浄館  

 

３ 日  程 

 

  日程第１  議長の選挙 

 

  日程第２  議席の指定 

  

  日程第３  会議録署名議員の指名 

 

日程第４  会期の決定 

 

日程第５  ２臨選任第１号 

     管理者の選任について 
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                                 （開会 午前９時 56 分） 

 

事務局長（早田斉君） 

それでは、定刻より少し早いですけれども、皆さんお揃いですので始めさせていただき 

ます。 

皆さんおはようございます。事務局長の早田でございます。臨時会開会に先立ちまして、

ご報告申し上げます。 

本日の臨時会は、先の田辺市の市長選挙及び市議会議員一般選挙後初めての議会で、現

在、議長が欠員となっています。 

したがいまして、地方自治法第 292 条において準用する同法第 106 条第１項の規定によ 

り、議長が決定するまでの間、副議長が議長の職務をおこなうことになります。 

それでは、真造賢二副議長、議長席へお願いいたします。 

副議長（真造賢二君） 

皆さんおはようございます。 

ただいま、ご紹介いただきました副議長の真造賢二でございます。 

事務局長の説明がありましたとおり、現在、議長が不在となっておりますので、議長が

決定するまでの間、私が議長の職務を行います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

それでは、地方自治法第 113 条の規定による定足数がありますので、ただいまから本日

招集の令和３年第２回田辺市周辺衛生施設組合議会臨時会を開会いたします。 

日程に入るに先立ち、管理者職務代理者副管理者から本臨時会招集の挨拶のため発言を

求められておりますので、これを許可いたします。管理者職務代理者副管理者小谷芳正君、

よろしくお願いします。 

副管理者（小谷芳正君） 

はい、議長、番外。 

皆さん、おはようございます。管理者職務代理者を務めてございます副管理者の小谷芳

正でございます。 

現在、管理者が不在でございますので、私の方から一言ご挨拶を申し上げたいと思いま

す。 

本日、令和３年第２回組合議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位の皆様方に

おかれましては、何かとご多用の中ご参集をいただき誠にありがとうございます。 

先般、行われました田辺市長選挙では、真砂市長が当選され、５期目の田辺市政をスタ

ートされました。市長様には、心よりお祝いを申し上げますとともに、今後のご活躍をお

祈り申し上げるところでございます。 

また、同日行われました市議会議員一般選挙におきまして激戦の中、見事に当選され、

この度、当組合議員に選出されました皆様には、心からお喜びを申し上げるところであり

ます。今後とも組合発展のためご尽力を賜りますようお願いを申し上げたいと思います。 

さて、清浄館は、平成７年３月に事業を開始し、さらに平成 16 年度に浄化槽汚泥の増加

に対応するため、処理能力を高める施設改良を行い本年度で 27 年目を迎えてございまして、
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施設運行は順調でございます。 

また、平成 28 年度には、長寿命化総合計画を策定いたしまして、現施設を可能な限り長

期に使用することを組合の方針としてございます。 

その一方で、将来の施設更新に備え、令和２年度から基金の積立てを開始しているとこ

ろでございます。 

今後も引き続き安全で適切な管理運営に努めてまいりますので、議員各位におかれまし

てもご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

本日の臨時会におきましては、議会構成とともに管理者の選任をお願いするものであり

ます。よろしくご審議の上、ご賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、招集に当た

ってのご挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろしくお願いいたします。 

副議長（真造賢二君） 

それでは、お手元に配付の日程により本日の会議を開きます。 

欠席遅刻の届けがありますので報告いたします。髙田盛行君から欠席の届けがあります。 

では、本日の議事日程について私の方から日程第１「議長の選挙」までの議事を運営い

たします。以後の日程につきましては、新議長が運営されますのでご了承願います。 

なお、議事進行上、このたび新たに田辺市議会より選出されました議員各位には、ただ

いま着席の議席を仮議席として指定いたします。 

ここで改めまして、全議員の皆様方について事務局から紹介させていただきます。事務

局長早田斉君、よろしくお願いします。 

事務局長（早田斉君） 

     番外。 

それでは、私の方からご紹介いたします。恐れ入りますがその都度、自席にて自己紹介

をお願いいたします。 

最初に田辺市選出議員からご紹介いたします。尾﨑博文議員です。 

尾﨑博文議員 

皆さんおはようございます。新人の尾﨑博文と申します。新人なので至らぬ点も多いか 

と思いますが、ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。 

事務局長（早田斉君） 

     髙田盛行議員は、本日欠席となっております。続きまして、北田健治議員です。 

北田健治議員 

北田です。よろしくお願いします。 

事務局長（早田斉君） 

橘智史議員です。 

橘智史君議員  

橘です。よろしくお願いします。 

事務局長（早田斉君） 

安達幸治議員です。 
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安達幸治議員  

安達幸治です。よろしくお願いします。 

事務局長（早田斉君） 

小川浩樹議員です。 

小川浩樹議員 

小川です。よろしくお願いします。 

事務局長（早田斉君） 

続きまして、みなべ町選出議員をご紹介いたします。山本秀平議員です。 

山本秀平議員 

     山本秀平です。よろしくお願いします。 

事務局長（早田斉君） 

     真造賢二副議長です。 

真造賢二副議長 

     真造賢二です。よろしくお願いします。 

事務局長（早田斉君） 

     出口晴夫議員です。 

出口晴夫議員 

     出口晴夫です。よろしくお願いします。 

事務局長（早田斉君） 

以上でございます。 

副議長（真造賢二君） 

ありがとうございます。それでは日程に入ります。日程第１「議長の選挙」を行います。 

お諮りいたします。議長の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

定に基づき、指名推選により行います。これに異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

副議長（真造賢二君） 

異議なしと認めます。よって、議長の選挙の方法は、指名推選により決定いたしました。 

それでは、更に、お諮りいたします。指名の方法につきましては、従前のとおり副議長 

において指名することにいたします。これに異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

副議長（真造賢二君） 

異議なしと認めます。よって、副議長において指名することに決しました。 

それでは、指名いたします。従前の議長は、田辺市議会の議長の職にある方にお願いし 
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ておりましたので、今回もその例により田辺市議会議長の北田健治君を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま、副議長において指名いたしました北田健治君を議長の当 

選人と定めることに異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

副議長（真造賢二君） 

異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました北田健治君が議長に当選され 

ました。 

北田健治君に通告いたします。あなたは選挙の結果、議長に当選されましたので会議規 

則第 32 条第２項の規定により本席から告知いたします。この場合、当選人から発言を求め 

られておりますので、これを許可いたします。北田健治君、よろしくお願いします。 

議長（北田健治君） 

 ３番、議長、北田。 

皆様のご同意をいただきまして、議長の大任を仰せつかることになりました北田と申し 

ます。 

大変光栄でありますとともに、責任の重さを痛感しているところでございます。議長と

して、公平、公正、そして円滑な議会運営に誠心誠意努めてまいりますので、どうか皆様

のご指導、ご協力を心よりお願い申し上げまして、就任にあたっての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。 

副議長（真造賢二君） 

それでは、議長が決まりましたので、議長席を交代させていただきます。議長は、議長 

席にお願いいたします。ご協力、ありがとうございました。 

議長（北田健治君） 

それでは、先ほど副議長から日程第２「議席の指定」以降の日程については、新議長が 

決まってから運営されたいとのことでありましたが、特に日程の変更もありませんので、 

お手元に配付の日程に従い、会議を進めます。 

日程第２「議席の指定」を行います。今回、新たに田辺市議会より選出されました議員 

の議席を、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定いたします。議員の氏 

名と議席番号を朗読いたさせます。事務局長早田斉君。 

事務局長（早田斉君） 

番外。 

それでは、田辺市選出議員の議席と氏名を朗読いたします。１番尾﨑博文君、２番髙田  

盛行君、３番北田健治君、４番橘智史君、５番安達幸治君、６番小川浩樹君、以上でござ 

います。  

議長（北田健治君） 

ただいま、朗読したとおり、議席を指定いたします。 
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続いて、日程第３「会議録署名議員の指名」を行います。会議規則第 89 条の規定により、 

本臨時会の会議録署名議員として、４番橘智史君、５番安達幸治君、以上２人の諸君を指

名いたします。 

次に、日程第４「会期の決定」を上程いたします。お諮りいたします。本臨時会の会期

は、本日１日間と決定いたします。これに、異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

議長（北田健治君） 

異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日、１日間と決定いたしました。         

続いて、日程第５・２臨選任第１号「管理者の選任について」を上程いたします。事務 

局の説明を求めます。事務局長早田斉君。 

事務局長（早田斉君） 

番外。 

それでは、２臨選任第１号「管理者の選任について」ご説明を申し上げます。 

現在、管理者が欠員となっております。管理者の選任につきましては、当組合規約第８ 

条第２項の規定により、組合の議会において関係市町の長のうちから選任すると定められ

ております。従来からの慣例では、田辺市長が就任しており、さらに、選任の方法につき

ましては、議長において指名を行っているところであります。以上でございます。 

議長（北田健治君） 

事務局の説明が終了いたしました。それでは、お諮りいたします。ただいまの事務局の 

説明のとおり、管理者の選任の方法につきましては、議長において指名し、選任すること

に異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

議長（北田健治君） 

異議なしと認めます。よって、管理者の選任の方法は、議長において指名し、選任する 

ことに決しました。 

それでは、指名いたします。管理者に田辺市長真砂充敏君を指名いたします。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田辺市長真砂充敏君を管理者に選任 

することに、異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

議長（北田健治君） 

異議なしと認めます。よって、管理者に田辺市長真砂充敏君を選任することに決しまし 
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た。ただいま、選任されました管理者から挨拶のため発言を求められておりますので、こ

れを許可いたします。管理者真砂充敏君。 

管理者（真砂充敏君） 

議長、番外、管理者真砂。 

お許しをいただきまして、私の方から一言、ご挨拶を申し上げます｡ 

ただいま、組合管理者の就任をご承認いただき、誠にありがとうございます。大変光栄 

に存じますとともに、本組合の管理者として、改めてその職責の重大さを感じているとこ

ろでもございます。 

今後も引き続き、小谷副管理者と力を合わせ、適切な組合運営に努めてまいりますとと 

もに、先ほど招集の挨拶にもありましたように、住民生活に欠かすことのできない本施設

を組合の方針のとおり可能な限り長期に使用するため、安全で適切な管理運営に努めてま

いりますので、議員各位におかれましては、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し

上げまして、就任にあたってのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

議長（北田健治君） 

 以上をもちまして、本臨時会に付議された議案は、すべて議了いたしました。他に、発 

言、その他ありませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

議長（北田健治君） 

 それでは、これをもちまして、本日招集の令和３年第２回田辺市周辺衛生施設組合議会

臨時会を閉会いたします。おつかれさまでした。 

 

 

 (午前 10 時 12 分) 


