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平成15年第２回西多摩衛生組合議会臨時会議事日程（第１号）

平成15年７月９日

午前1 0時 0 0分

組 合 会 議 室

日程第１ 仮議席の指定について

日程第２ 議長選挙



平成15年第２回西多摩衛生組合議会臨時会議事日程（第１号）追加の１

平成15年７月９日

午前1 0時 0 0分

組 合 会 議 室

日程第１ 議席の指定について

日程第２ 会議録署名議員の指名について

日程第３ 会期の決定について

日程第４ 副議長選挙

日程第５ 議案第９号

「西多摩衛生組合監査委員の選任について」その１

日程第６ 議案第10号

「西多摩衛生組合監査委員の選任について」その２



午前10時00分 開会

○臨時議長（木原武雄） それでは、定刻になりましたので、本日の臨時会を開会をいたします。

本日、平成15年第２回西多摩衛生組合臨時会の通知を申し上げましたとおり、公私ともにご多忙

の中、ご出席いただき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の職を務

めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

議員総数12名、全員の出席でございます。よって、定数に達しておりますので、本日の会議は成

立をいたしました。

それでは、ただいまから平成15年度第２回西多摩衛生組合臨時会を開会いたします。

ここで暫時休憩をいたします。

午前10時01分 休憩

午前10時30分 再会

○臨時議長（木原武雄） それでは、臨時会を再会いたします。

これより議事日程に入ります。

臨時議長において行う議事日程は、お手元に配付してありますとおりでございます。

議事日程第１号といたしまして、日程第１、仮議席の指定を行います。

仮議席の指定につきましては、ただいま着席の議席といたしますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○臨時議長（木原武雄） さよう決定させていただきます。

日程第２、議長選挙を行います。

お諮りいたします。

選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第２項の規定により、指名推薦により行いたいと

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）

○臨時議長（木原武雄） 異議なしと認め、よって、選挙の方法は指名推薦によることと決定いたしま

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）

○臨時議長（木原武雄） ご異議なしと認め、よって、臨時議長において指名することに決しました。

それでは、議長に森田昌巳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森田昌巳議員を議長の当選人にすることにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○臨時議長（木原武雄） ご異議なしと認めます。よって、臨時議長において指名いたしました森田昌

巳議員が議長に当選されました。

会議規則第23条の規定により、本席より当選の告知をします。

それでは、新たに議長に当選いたしました森田昌巳議長にごあいさつをお願いします。



○議 長（森田昌巳） 一言ごあいさつ申し上げます。

このたび西多摩衛生組合議会議長に推挙され、この大任をお引き受けいたしました。微力ではあり

ますけれども、誠心誠意務めてまいる所存であります。よろしくお願いいたします。

また、各議員の格別なる御協力を賜りますことをお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていだ

きます。よろしくお願いいたします。

○臨時議長（木原武雄） それでは議長、議長席にお着きを願います。

その間、暫時休憩をいたします。

午前10時34分 休憩

午前10時35分 再会

○議 長（森田昌巳） 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（羽村市長 並木 心） 改めましておはようございます。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15年第２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にご出席を賜り、開催できますことを厚くお礼申し上げます。

各議員におかれましては、過日行われました統一地方選挙におかれまして見事ご当選の栄に輝き、

それぞれの自治体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。同時にこの西多摩衛生

組合の議員としてもいろいろとこれからお世話になるわけでございます。重ねてよろしくお願いを申

し上げます。

さて、現在の組合の事務事業の概況でございますけれども、構成市町からのごみの搬入量につきま

しては、ごみ収集の有料化や分別収集の徹底などによりまして一般の家庭ごみは減少傾向にあります

が、事業系の一般ごみが増加しておりまして、全体では微増となっております。

ごみ焼却処理につきましては、最新の公害防止設備を取り入れた焼却施設におきまして、法律で定

めた環境基準及び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。

また、焼却施設の余熱を利用したフレッシュランド西多摩につきましては、オープン以来１年８カ

月が経過しておりますけれども、おかげさまで平成14年度におきましては１日平均で約 540人、年

間では約16万 3,000人という多くの方々にご利用をいただくなど地域の皆様の憩いの場として親し

まれる施設となっております。

さて、本日ご提案申し上げます案件につきましては、西多摩衛生組合監査委員の選任について、そ

の１、その２の２件でございます。いずれも重要な案件でございますので、よろしくご審議の上ご決

定くださいますようお願い申し上げます。

極めて簡単でございますが、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（森田昌巳） 以上で管理者の発言は終わりました。

暫時休憩いたします。

午前10時40分 休憩

午前10時40分 再会

○議 長（森田昌巳） 休憩前に引き続き会議を開きます。

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号にただいまお手元に配付いたし



ました「議事日程第１号追加の１」を追加いたします。

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、会議規則第３条第１項の規定により、議長において

１番 木原 武雄議員

２番 小池信一郎議員

３番 大坪 国広議員

４番 大西 英治議員

５番 浜中 啓一議員

６番 木下 克利議員

７番 高橋美枝子議員

８番 門間 淑子議員

９番 舩木 良教議員

10番 森田 昌巳議員

11番 松山 清議員

12番 今林 昌茂議員

以上のとおり指定をいたします。

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、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 木原 武雄議員

２番 小池信一郎議員

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、総務課長より報告いたします。渡辺総務課長。

○総務課長（渡辺良郎） それでは、諸報告をさせていただきます。

初めに、本臨時会の招集につきましては、西衛発第 243号、平成15年７月２日をもちまして管理

者より議会あてに、平成15年第２回西多摩衛生組合臨時会を招集した旨通知があり、これを受理し

てございます。

次に、臨時会の日程でございますが、既にお手元にご配付しております議事日程の順序により進め

させていただくことといたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。

次に、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いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。

なお、本臨時会における議事説明員といたしまして正副管理者、収入役及び事務局長以下事務局職

員が出席しておりますので、あわせてご報告させていただきます。

以上でございます。

○議 長（森田昌巳） 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。

今次臨時会の会期については、７月９日１日限り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）

○議 長（森田昌巳） ご異議なしと認めます。よって、会期については本日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、副議長の選挙を行います。

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項の規定により、指名推薦によりしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議 長（森田昌巳） ご異議しと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦によることと決定いたし

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）

○議 長（森田昌巳） 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と決定いたしまし

た。

それでは、副議長に高橋美枝子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高橋美枝子議員を副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）

○議 長（森田昌巳） 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高橋美枝子議員が

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高橋美枝子議員に本席より当選の告知をいたします。

副議長に当選されました高橋美枝子議員に副議長就任のごあいさつをお願いいたします。

○副議長（高橋美枝子） 副議長に推薦していただきました高橋美枝子でございます。

西多摩衛生組合、大変大事な仕事をしているというふうに思います。副議長という立場をしっかり

と認識しながら、議長ともども真摯にこの仕事を受け止めて頑張ってまいりたいと思います。よろし

くお願いいたします。

○議 長（森田昌巳） どうもありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前10時47分 休憩

午前10時48分 再会

○議 長（森田昌巳） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、追加日程第５、議案第９号、西多摩衛生組合監査委員の選任について（その１）の件を議題

といたします。

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（羽村市長 並木 心） ただいま議題となりました議案第９号、西多摩衛生組合監査委員の

選任について（その１）につきましてご説明申し上げます。



本案につきましては、地方自治法第 196条第１項の規定に基づき、識見を有する監査委員の選任に

つきまして議会の同意を求めるものでございます。

同意を求める者の氏名は、沖倉強氏であります。住所は福生市本町91番地、生年月日は昭和25年

５月23日でございます。

沖倉氏は、当衛生組合の監査委員としてお願いしてまいりましたが、平成15年７月７日に任期満

了となっております。したがいまして、引き続き当組合の監査委員としてお願いをするため本案を提

出するものであります。

以上、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ます。

○議 長（森田昌巳） 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（森田昌巳） 以上で質疑を終わります。

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９号については、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議 長（森田昌巳） ご異議なしと認めます。よって、西多摩衛生組合監査委員の選任について（そ

の１）の件につきましては、原案のとおり同意されました。

次に、追加日程第６、議案第10号、西多摩衛生組合監査委員の選任について（その２）の件を議

題といたします。

ここで地方自治法第 117条の規定により、木原武雄議員の除斥を求めます。

（木原武雄議員 除斥）

○議 長（森田昌巳） 朗読を省略し、提案の説明及び内容の説明を求めます。管理者並木心君。

○管理者（羽村市長 並木 心） ただいま議題となりました議案第10号、西多摩衛生組合監査委員

の選任について（その２）につきましてご説明申し上げます。

本案につきましては、地方自治法第 196条第１項の規定に基づきまして議会の同意を求めるもので

ございます。

同意を求める者の氏名は、木原武雄氏であります。住所は瑞穂町大字箱根ヶ崎2292番地の３、生

年月日は昭和10年１月23日でございます。

以上、よろしくご審議の上ご同意いただきますようお願い申し上げます。

○議 長（森田昌巳） 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（森田昌巳） 以上で質疑を終わります。

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10号については、原案のとおり同意することにご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議 長（森田昌巳） ご異議なしと認めます。よって、西多摩衛生組合監査委員の選任について（そ

の２）の件につきましては、原案のとおり同意されました。



木原武雄議員の除斥を解除いたします。

（木原武雄議員 着席）

○議 長（森田昌巳） ただいま監査委員に選任されました木原武雄議員にごあいさつをお願いいたし

ます。

○監査委員（木原武雄） ただいまご同意をいただきました木原武雄でございますけれども、職務をま

っとうすべく一生懸命行いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げます。

○議 長（森田昌巳） どうもありがとうございました。

これをもちまして平成15年第２回西多摩衛生組合議会臨時会を閉会いたします。

この後に組合の概要説明と施設見学を予定しておりますので、ご出席を賜りますようお願いいたし

ます。

どうもありがとうございました。

午前10時55分 閉会


