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１ 議事日程 

   〔平成24年福岡都市圏南部環境事業組合議会第２回定例会〕 

                                   平成２４年８月６日 

                                   午 後 ４ 時 ０ ０ 分 

                             於 春日市議会全員協議会室 

日程 議案番号 案     件     名 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  諸般の報告 

日程第４ 報告第１号 
平成23年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計予算繰越明許費につ

いて 

日程第５ 認定第１号 
平成23年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第６ 議案第６号 
平成24年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計補正予算（第１号）

について 

追加議事日程 

追加日程第１ 議案第７号 
財産の取得（（仮称） 福岡都市圏南部最終処分場事業用地）につい

て 

追加日程第２ 議案第８号 
平成24年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計補正予算（第２号）

について 

追加日程第３ 議案第９号 福岡都市圏南部環境事業組合監査委員の選任について 

追加議事日程 

追加日程第４  議長の辞職について 

追加議事日程 

追加日程第５  議長の選挙について 

追加議事日程 

追加日程第６  副議長の選挙について 



２ 出席議員は次のとおりである（10名） 

  １番 森   英 鷹 議員        ２番 阿 部 真之助 議員 

  ３番 金 堂 清 之 議員        ４番 武 末 哲 治 議員 

  ５番 関 岡 俊 実 議員        ６番 天 野 嘉久孝 議員 

  ７番 大 田 勝 義 議員        ８番 小 栁 道 枝 議員 

  ９番 加 納 義 紀 議員        10番 髙 倉   司 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 会議録署名議員 

  ２番 阿 部 真之助 議員        ４番 武 末 哲 治 議員 

５ 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名（７名） 

  管 理 者   井 上 保 廣       副管理者   武 末 茂 喜 

  副管理者   髙 島 宗一郎       副管理者   井 上 澄 和 

  副管理者   井 本 宗 司       代表監査委員 井 上 二 郎 

  事務局長   北  嶋 昭 三 

６ 職務のため出席した事務局職員の職氏名（11名） 

総務課長   八  一 成       建設課長   駒 田 尊 志 

  建設課長   古 賀 敏 彦       総務係長   川 谷   豊 

  土木係長   木 元 輝         機械係長   飯 干 智 希 

電気係長   田 中 嘉 男       建築係長   中 山 徳 仁 

調整係長   渡 邉 一 雄       総務係    松 尾 克 己        

  総務係    渡 邉 秀 一 



開会 午後４時００分 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（金堂清之議員） 皆さん、こんにちは。 

ただいまの出席議員は10名です。定足数に達しておりますので、平成24年福岡都市圏南部環境

事業組合議会第２回定例会を開会いたします。 

次に、本日３名の傍聴がありますので、ご報告させていただきます。なお、傍聴者におかれま

しては、お手元の「傍聴者へのお願い」をお守りいただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。また、討論、採決の際には退席をしていただくことがございますので、ご了承下さい。お願

いいたします。 

それでは、議事日程に入ります。議事日程はお手元に配付いたしておりますとおりでござい

ます。 

なお、一般質問については、通告がございませんでしたので省略いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（金堂清之議員） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

今回の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、２番阿部真之助議員及び４番武末 

哲治議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（金堂清之議員） 日程第２「会期の決定」についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日と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） 

 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（金堂清之議員） 日程第３「諸般の報告」を行います。 

お手元に報告事項の一覧表を配付いたしております。監査関係の資料につきましては、事務局

に保管しておりますので、必要な方はご覧いただきたいと思います。 

以上で、「諸般の報告」を終わります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第４ 報告第１号 平成23年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計予算繰越明許費につ

いて 

○議長（金堂清之議員） 日程第４「報告第１号 平成23年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計

予算繰越明許費について」を議題とします。報告を求めます。井上管理者。 



○管理者（井上保廣） はい。皆様、改めましてこんにちは。本日ここに、平成24年福岡都市圏南部

環境事業組合議会第２回定例会を招集をいたしましたところ、議員各位におかれましては、公私

とも大変ご多用中にも係わりませず、ご参集賜りましたことに対しまして、心から厚く御礼を申

し上げます。 

さて、本日ご提案申し上げます案件は、平成23年度繰越明許費１件、平成23年度決算認定１

件、補正予算１件及び追加議案といたしまして財産の取得１件、補正予算１件、監査委員の選任

１件合わせまして６件の議案を上程をし、ご審議をお願いを申し上げる次第でございます。 

それでは早速、日程第４、議案書１ページ「報告第１号 平成23年度福岡都市圏南部環境事業

組合一般会計予算繰越明許費について」ご説明申し上げます。 

平成23年度の繰越明許費は１件の事業について設定をしておりましたが、繰越額が確定をいた

しましたので報告させていただきます。 

繰越総額は、10億2,731万1,618円で財源内訳は、循環型社会形成推進交付金3,432万8,000円、

一般廃棄物処理事業債９億6,740万円、一般財源2,558万3,618円でございます。 

以上、報告申し上げます。 

○議長（金堂清之議員） 報告は終わりました。 

質疑を行いますが、通告がありませんでしたので質疑なしと認めます。 

これで質疑を終結し、報告を終わります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第５ 認定第１号 平成23年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計歳入歳出決算認定に

ついて 

○議長（金堂清之議員） 日程第５「認定第１号 平成23年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計

歳入歳出決算認定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。井上管理者。 

○管理者（井上保廣） はい。日程第５、議案書３ページ「認定第１号 平成23年度福岡都市圏南部

環境事業組合一般会計歳入歳出決算認定について」ご説明を申し上げます。 

本議案につきましては、地方自治法第233条第１項の規定に基づき調製をし、同条第２項の規

定により監査委員の審査に付しましたところ、別添の審査意見書の提出がありましたので、その

意見書を付けて、同条第３項の規定により議会の認定をいただくために、提案するものでござい

ます。 

決算書の１ページをご覧下さい。 

平成23年度一般会計決算額は、歳入が８億2,007万円余、歳出が７億1,295万円余で、歳入から

歳出を差し引きました収支につきましては、１億712万円余の黒字決算となっております。 

詳細な内容につきましては、後ほど事務局長から説明をさせます。 

また、平成23年度の事務事業の詳細な内容につきましては、議案とともに配付をしておりまし

た「主要な施策の成果」等にも記載をしておりますので、そちらもご参照いただきますようにお

願いいたします。 



なお、監査委員よりいただきました審査意見につきましては、これを十分に尊重いたしまし

て、今後とも効率的な財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

よろしくご審議賜りますように、お願い申し上げます。 

○議長（金堂清之議員） 北嶋事務局長、ご説明お願いいたします。 

○事務局長（北嶋昭三） それでは、日程第５「認定第１号 平成23年度福岡都市圏南部環境事業組

合一般会計歳入歳出決算認定」の詳細についてご説明申し上げます。 

決算書の１ページをご覧ください。 

平成23年度一般会計決算額は、歳入が８億2,007万8,702円、歳出が７億1,295万7,366円となっ

ておりまして、歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差引額は１億712万1,336円で、歳出

の不用額8,183万1,016円、歳入の決算額が予算額よりも10億202万1,298円少なくなっておりま

す。 

次に、決算書２ページ、歳入に関する事項別明細書をご覧下さい。 

歳入の主な内訳は、１款分担金及び負担金でございまして、３億3,832万2,000円となっており

ます。これは構成市町負担金で、構成市町別の内訳は備考欄に記載のとおりでございます。 

次に、２款の国庫支出金は1,320万円で、これは循環型社会形成推進交付金が交付されており

ます。 

次に、３款財産収入は３万9,924円で、これは財政調整基金の運用利息でございます。 

次に、４款繰入金は7,937万3,000円で、これは事業費分及び循環型社会形成推進交付金の年度

間調整分としまして財政調整基金より取り崩したものでございます。 

次に、５款繰越金は6,592万9,758円で、これは平成22年度の剰余金の全額を繰越金としまして

財政調整基金に積み立てたものでございます。 

次に、６款諸収入は１万4,020円でございまして、これは預金の利子等でございます。 

次に、７款組合債は３億2,320万円で、これは、（仮称）福岡都市圏南部最終処分場実施設計

業務委託、（仮称）新南部工場建設予定地内造成工事及び（仮称）福岡都市圏南部最終処分場用

地購入分の起債借入を行ったものでございます。 

次に、決算書３ページ、歳出に関する事項別明細書をご覧ください。 

まず、１款議会費は278万1,080円で、主な内訳は１節の議員報酬206万3,970円で、議会費不用

額は45万7,920円となっております。 

次に、２款事業費は７億1,017万6,286円でございます。このうち１項総務管理費は３億

1,746万3,454円で、その主な内訳としましては、19節の負担金、補助及び交付金１億8,013万

1,857円で、これは派遣職員人件費等負担金などでございます。 

また、25節の積立金が１億2,031万1,982円となっており、この全額を財政調整基金へ積立てて

おります。 

なお、総務管理費の不用額2,481万6,546円のうち、主なものは19節負担金、補助及び交付金の

派遣職員人件費等負担金の執行残でございます。 



次に、決算書４ページをご覧ください。 

２項施設整備費は３億9,271万2,832円で、このうち１目施設整備費は３億9,270万8,472円で、

その主な内訳としましては、13節の委託料7,072万6,282円、15節工事請負費１億998万8,550円、

17節公有財産購入費２億948万3,410円でございまして、それぞれの内容といたしましては、委託

料は（仮称）福岡都市圏南部最終処分場実施設計業務委託等、工事請負費は(仮称)新南部工場建

設予定地内造成工事、公有財産購入費は最終処分場事業用地購入等でございます。 

次に、２目周辺整備費は4,360円で、地元説明会時の公民館使用料等でございます。 

また、１目施設整備費のうち、委託料、公有財産購入費、及び補償、補填及び賠償金につきま

しては、総額10億2,731万1,618円を翌年度へ繰り越しております。 

なお、施設整備費の不要額2,360万3,550円のうち、主なものは13節委託料及び15節工事費の入

札執行残でございます。 

次に、３款公債費、４款予備費につきましては、いずれも支出はございません。 

最後に、決算書５ページ、実質収支に関する調書をご覧ください。 

これまで、報告いたしましたとおり、歳入総額８億2,007万8,702円から歳出総額７億1,295万

7,366円及び翌年度へ繰り越すべき財源2,558万3,618円を差し引きました実質収支額は8,153万

7,718円となっております。 

なお、これにつきましては、平成24年度予算に繰り越すため、本日の上程議案であります平成

24年度補正予算の中で増額の補正をご提案させていただいております。 

次に、その下の財産に関する調書のうち公有財産の状況でございますすが、22,187㎡の最終処

分場予定地を購入いたしました。 

また、6ページの財政調整基金の状況ですが、平成22年度末現在高は１億1,488万2,153円でご

ざいましたが、平成23年度中に平成22年度剰余金等１億2,081万6,568円を積み立て、平成23年度

事業費としまして7,937万3,000円を取り崩しておりますので、平成23年度末の残高は、１億

5,632万5,721円となっております。 

以上、一般会計の歳入歳出の決算についての概要を決算書を用いてご説明いたしましたが、詳

細につきましては、決算書とともに配付させていただいております監査委員による審査意見書、

主要な施策の成果等をご参考にしていただきたいと思います。 

よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 

○議長（金堂清之議員） 次に監査委員の意見を求めます。井上代表監査委員。 

○代表監査委員（井上二郎） 代表監査委員の井上でございます。 

平成23年度決算審査の結果について、その概要を報告させていただきます。 

平成23年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計歳入歳出決算につきまして、地方自治法第

233条第２項の規定に基づき、平成24年６月25日、春日市役所201会議室において、議会選出の小

栁道枝監査委員とともに実施いたしましたので、その審査結果についてご報告申し上げます。 

決算審査意見書の１ページをご覧下さい。 



決算審査にあたりましては、「第３ 審査の方法」に記載しておりますとおり、一般会計歳入

歳出決算書、その他政令で定められた書類の合規性、計数についての正確性、歳入歳出予算の執

行状況及び財政の運営状況について、関係帳簿の照合・点検、内容の検討、職員からの事情聴取

などにより審査を行いました。 

審査の結果につきましては、「第４ 審査の結果」に記載しておりますとおり、歳入歳出決算

書、事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、いずれも関係法令等に準拠

して作成され、その各計数等についても正確で、平成23年度における決算は適正に表示されてお

ります。 

また、次の「２ 予算の執行状況」についてでございますが、いずれも法令並びに条例の規定

に従い適切に予算が執行されており、先ほどの事務局からの説明の中にもありましたように、事

業費の一部において不用額が生じているものの、概ね所期の目的が達成されたものと認められま

す。 

次の「３ 財政の運営状況」については、先ほど事務局より詳細な説明がありましたように、

歳入決算額８億2,007万8,702円、歳出決算額７億1,295万7,366円、翌年度へ繰り越すべき財源

2,558万3,618円となっており8,153万7,718円の黒字決算となっております。 

なお、歳計剰余金については、速やかに構成市町へ返還することが原則でございますが、予算

策定時期と決算認定時期との時差及び年度当初の資金確保を考慮いたしますと事務局が提案して

おりますとおり、当該年度に発生した歳計剰余金を、翌年度において財政調整基金に積み立て、

翌々年度の負担金から相殺し、精算するという方法は妥当であると考えております。 

以上で、平成23年度決算審査の概要報告を終わります。 

○議長（金堂清之議員） 説明及び意見は終わりました。 

質疑を行いますが、通告がありませんでしたので質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（金堂清之議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

採決を行います。認定第１号を認定することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（金堂清之議員） 全員賛成であります。したがって、認定第１号は認定されました。 

〈認定 賛成９名、反対０名 午後４時２５分〉 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第６ 議案第６号 平成24年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計補正予算（第１号）

について 

○議長（金堂清之議員） 日程第６「議案第６号 平成24年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計

補正予算（第１号）について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。井上管理者。 



○管理者（井上保廣） はい。日程第６、議案書４ページ「議案第６号 平成24年度福岡都市圏南部

環境事業組合一般会計補正予算（第１号）について」ご説明を申し上げます。 

補正予算書１ページをご覧下さい。 

今回の補正は、平成23年度決算に伴い生じました歳計剰余金を平成24年度予算に編入するも

の、及び最終処分場用地の補償交渉の進展に伴い明らかになってきた補償費を計上するものとな

っております。 

結果といたしまして、歳入歳出予算それぞれ１億3,553万6,000円を増額し、予算総額を10億

1,423万8,000円とするものでございます。 

詳細な内容につきましては、事務局長から説明させます。 

よろしくご審議賜りますように、お願い申し上げます。 

○議長（金堂清之議員） 北嶋事務局長、ご説明をお願いいたします。 

○事務局長（北嶋昭三） それでは、日程第６「議案第６号 平成24年度福岡都市圏南部環境事業組

合一般会計補正予算（第１号）」の詳細についてご説明申し上げます。 

補正予算書説明書５ページをご覧ください。 

まず、歳入の２款国庫支出金は1,800万円増額いたします。これは最終処分場の補償に伴う循

環型社会形成推進交付金でございます。 

次に、５款繰越金を8,153万6,000円増額いたします。これは平成23年度剰余金でございます。 

次に、７款組合債は3,600万円増額いたします。これは最終処分場の補償に伴う地方債でござ

います。 

次に、歳出でございますが、１款議会費は59万1,000円を増額いたします。これは財政調整基

金へ積み立てるものでございます。 

続きまして、６ページをご覧ください。 

２款１項１目総務管理費でございますが、25節積立金は平成23年度剰余金の事業費分8,094万

8,000円及び平成24年度地元環境整備交付金の不用額8,822万1,000円の合計額１億6,916万

9,000円を財政調整基金へ積み立てるものでございます。 

次に２款２項１目施設整備費でございますが、19節負担金、補助及び交付金は平成24年度の地

元環境整備交付金の額が確定いたしましたので、不用額を減額するものでございます。 

次に、22節補償、補填及び賠償金は最終処分場用地購入に関する補償協議の進展により必要と

なりました5,400万円を増額するものでございます。 

次に４款予備費でございますが、これは端数調整のためのものでございます。 

次に３ページに戻っていただきまして、第２表地方債の補正でございますが、これは先に説明

いたしましたとおり、組合債を増額しまして限度額を１億7,770万円とするためのものでござい

ます。 

 よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（金堂清之議員） 説明が終わりました。 



質疑を行いますが、通告がありませんでしたので質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（金堂清之議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

採決を行います。議案第６号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。 

（全員挙手） 

○議長（金堂清之議員） 全員賛成であります。したがって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。 

〈原案可決 賛成９名、反対０名 午後４時３０分〉 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

追加日程第１ 議案第７号 財産の取得（（仮称） 福岡都市圏南部最終処分場事業用地）につ

いて」 

○議長（金堂清之議員） お諮りいたします。「議案第７号 財産の取得（（仮称） 福岡都市圏南

部最終処分場事業用地）について」「議案第８号 平成24年度福岡都市圏南部環境事業組合一般

会計補正予算（第２号）について」「議案第９号 福岡都市圏南部環境事業組合監査委員の選任

について」を議事日程に追加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（金堂清之議員） ご異議なしと認めます。 

したがって、「議案第７号 財産の取得（（仮称） 福岡都市圏南部最終処分場事業用地）に

ついて」「議案第８号 平成24年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計補正予算（第２号）に

ついて」「議案第９号 福岡都市圏南部環境事業組合監査委員の選任について」を議事日程に追

加することに決定いたしました。 

ここで、議事日程第２号を事務局より配付させます。 

（追加議事日程の配付） 

○議長（金堂清之議員） 追加日程第１「議案第７号 財産の取得（（仮称） 福岡都市圏南部最終

処分場事業用地）について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。井上管理者。 

○管理者（井上保廣） はい。追加日程第１、追加議案書１ページ「議案第７号 財産の取得（（仮

称） 福岡都市圏南部最終処分場事業用地）について」ご説明申し上げます。 

本件は、（仮称）福岡都市圏南部最終処分場事業用地として財産を取得するため、福岡都市圏

南部環境事業組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決をお願いするものでございます。 

詳細な内容につきましては、事務局長から説明をさせます。 

よろしくご審議賜りますように、お願い申し上げます。 



○議長（金堂清之議員） 北嶋事務局長、ご説明をお願いいたします。 

○事務局長（北嶋昭三） それではご説明申し上げます。追加日程第１、追加議案書１ページ「議案

第７号 財産の取得（（仮称） 福岡都市圏南部最終処分場事業用地）について」ご説明申し上

げます。 

（仮称）福岡都市圏南部最終処分場の設置に向けましては、事業に鋭利取り組んでいるとこ

ろでございますが、その事業用地を取得するため、平成23年度から土地所有者との交渉に着手

しております。今回、取得いたします財産は、追加議案書２ページに記載しておりますとお

り、取得する土地の所在地は大野城市大字中40番外11筆でございまして、地目は山林でござい

ます。総面積は２万8,661平方メートル、総取得金額は１億8,044万260円でございます。契約の

相手方は有限会社長沼興業外６名でございます。所在地につきましては、参考図を付けており

ますのでご覧いただきたいと思います。その図のなかで赤線の枠内が本事業用地でございまし

て、青色に塗っている部分が今回取得する財産でございます。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（金堂清之議員） 説明は終わりました。 

質疑を行いますが、質疑の通告がありませんでしたのでなしと認めます。これで質疑を終わり

ます。 

討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（金堂清之議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

採決を行います。議案第７号を可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（金堂清之議員） 全員賛成であります。したがって、議案第７号は可決されました。 

〈可決 賛成９名、反対０名 午後４時３４分〉 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

追加日程第２ 議案第８号 平成24年度福岡都市圏南部環境事業組合一般会計補正予算（第２

号）について 

○議長（金堂清之議員） 追加日程第２「議案第８号 平成24年度福岡都市圏南部環境事業組合一般

会計補正予算（第２号）について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。井上管理

者。 

○管理者（井上保廣） はい。追加日程第２、追加議案書３ページ「議案第８号 平成24年度福岡都

市圏南部環境事業組合一般会計補正予算（第２号）について」ご説明申し上げます。 

補正予算書１ページをご覧いただきたいと思います。 

今回の補正の内容は、歳入歳出予算は変更せずに、債務負担行為のみを追加するものでござい

ます。 

続きまして、補正予算書２ページをご覧下さい。 



今回追加いたします債務負担行為といたしましては、福岡都市圏南部最終処分場建設工事の１

件でございます。 

詳細な内容につきましては、後ほど事務局長の方からご説明いたします。 

よろしくご審議賜りますように、お願い申し上げます。 

○議長（金堂清之議員） 北嶋事務局長、ご説明をお願いいたします。 

○事務局長（北嶋昭三） それでは説明いたします。追加日程第２「議案第８号 平成24年度福岡都

市圏南部環境事業組合一般会計補正予算（第２号）」の詳細についてご説明申し上げます。 

補正予算書の２ページをご覧いただきたいと思います。 

福岡都市圏南部最終処分場建設工事でございますが、水処理プラント部分を除いた土木施工の

部分でございまして、期間が平成25年度から平成27年度までで、金額は34億8,400万円を追加す

るものでございます。最終処分場用地に係る地権者の方々と用地交渉を行いまして、このたび本

工事に直接関係する箇所の用地購入が全て終わりましたことから、総合評価一般競争入札の入札

公告前に債務負担行為として予算に計上するものでございます。 

説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（金堂清之議員） 説明は終わりました。 

質疑を行いますが、通告がありませんでしたのでなしと認めます。これで質疑を終わります。 

討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（金堂清之議員） 討論なしと認めます。これで討論を終結いたします。 

採決を行います。議案第８号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

○議長（金堂清之議員） 全員賛成であります。したがって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。 

〈原案可決 賛成９名、反対０名 午後４時３７分〉 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

追加日程第３ 議案第９号 福岡都市圏南部環境事業組合監査委員の選任について 

○議長（金堂清之議員） 追加日程第３「議案第９号 福岡都市圏南部環境事業組合監査委員の選任

について」を議題といたします。 

この際、地方自治法第117条の規定により、10番髙倉 司議員が除斥の対象となりますので、

退席をお願いいたします。 

（髙倉 司議員 退席） 

○議長（金堂清之議員） 提案理由の説明を求めます。井本管理者。 

○管理者（井上保廣） はい。追加日程第３、追加議案書４ページ「議案第９号 福岡都市圏南部環

境事業組合監査委員の選任について」ご説明申し上げます。 

現在の議会選出監査委員であります太宰府市議会の小栁道枝議員から、本日をもって監査委員



を辞職したい旨の申し出があり、これを承認いたしましたことから、後任の議会選出の監査委員

として那珂川町町議会選出議員である髙倉 司議員を選任するために、追加議案として上程する

ものでございます。 

よろしくご審議賜りますように、お願い申し上げます。 

○議長（金堂清之議員） 説明は終わりました。 

質疑を行いますが、通告がありませんでしたのでなしと認めます。これで質疑を終わります。 

討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（金堂清之議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

採決を行います。議案第９号を同意することに賛成の方の挙手を願います。 

（全員挙手） 

○議長（金堂清之議員） 全員賛成であります。したがって、議案第９号は同意されました。 

〈同意 賛成８名、反対０名 午後４時３９分〉 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（金堂清之議員） ここで、髙倉 司議員の除斥を解きます。 

（髙倉 司議員 着席） 

○議長（金堂清之議員） ただいま、監査委員の選任の同意がありました、髙倉 司議員から、ご挨

拶をお願いいたします。 

○８番（髙倉 司議員） ただいま議員の皆様方のご賛同をいただきまして、監査委員に就任いたし

ました髙倉でございます。当組合は今後中間処理施設につきましては、建設工事の着工、最終処

分場におきましては、事業者の決定等事業の大幅な進展が予定されております。事業費におきま

してもかなりの増加が見込まれておりますことから、より適切かつ効率的な事業運営が求められ

るものであり、これらに伴う監査の機能が重要な役割を担ってくるものと考えております。 

   このような状況のもと、監査委員の職務にあたりましては、厳格な姿勢で臨み職務を全うする

所存でございますので今後とも皆様方のご協力を頂きますようお願い申し上げ、就任の挨拶とい

たします。どうぞよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

追加日程第４ 議長の辞職について 

○議長（金堂清之議員） お諮りいたします。「議長の辞職について」を議事日程に追加したいと思

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（金堂清之議員） ご異議なしと認めます。 

したがって、「議長の辞職について」を議事日程に追加することに決定いたしました。 

ここで、議事日程第３号を事務局より配付させます。 

（追加議事日程の配付） 



○議長（金堂清之議員） 追加日程第４「議長の辞職について」を議題といたします。 

本件については、私の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定により

退席し、副議長と議長席を交代いたします。 

(金堂清之議員 退席) 

○副議長（関岡俊実議員） 副議長の関岡です。まず、その辞職願を事務局長に朗読をさせます。事

務局長。 

○事務局長（北嶋昭三） それでは、読ませていただきます。辞職願。諸般の事情により、福岡都市

圏南部環境事業組合議会議長を辞職いたしたく、地方自治法第292条の規定に基づき準用する同

法第108条及び福岡都市圏南部環境事業組合議会会議規則第141条第１項の規定に基づき、辞職願

を提出いたしますので、許可されるようお願い申し上げます。平成24年８月６日福岡都市圏南部

環境事業組合議会議長 金堂清之。福岡都市圏南部環境事業組合議会副議長関岡俊実 様。 

○副議長（関岡俊実議員） お諮りいたします。金堂清之議員の議長辞職を許可することに賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

(全員挙手) 

○副議長（関岡俊実議員） 結構です。全員賛成であります。 

よって、金堂清之議員の議長辞職を許可することに決定いたしました。 

ここで、金堂清之議員の除斥を解きます。 

（金堂清之議員 着席） 

○副議長（関岡俊実議員） ただいま議長を辞職されました金堂清之議員から、発言の申し出があっ

ておりますので、これを許可します。金堂清之議員。 

○３番（金堂清之議員） ご挨拶させていただきます。議長を退任するにあたりまして、一言ご挨拶

を申し上げます。 

平成23年５月31日の平成23年第２回臨時会におきまして、議員各位のご推挙により当組合議会

の議長という要職に就任させていただき、今日まで大過なく務めることができました。これもひ

とえに、議員各位、また執行部の皆様方の御支援、御協力のたまものと存じます。 

ここに衷心より厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。 

当組合におきましては、これから平成28年度施設稼働に向け、中間処理施設の建設工事、最終

処分場の事業者決定などますます業務多忙となると思いますが、執行部はもとより、議会が今ま

で以上に機能を充実し、活発な議論をしていくことが重要であると考えております。 

今後とも微力ではございますが、組合議員として、また構成団体の一議員として全力を尽くし

てまいる所存でございます。 

最後になりますが、当組合事業の進展と皆様方のより一層のご発展を心よりご祈念申し上げま

して、私の退任の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

追加日程第５  議長の選挙について 



○副議長（関岡俊実議員） ただいま議長が欠員になりました。 

お諮りします。「議長の選挙について」を議事日程に追加したいと思います。これに異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（関岡俊実議員） 異議なしと認めます。したがって、「議長の選挙について」を議事日程

に追加することに決定いたしました。 

ここで、議事日程第４号を事務局より配付させます。 

(追加議事日程の配付) 

○副議長（関岡俊実議員） 追加日程第５「議長の選挙」を行います。 

お諮りします。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選の方

法をとりたいと思います。指名推選は、１人でも異議があれば、投票で行うことになります。指

名推選の方法をとることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（関岡俊実議員） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことと決定

いたしました。 

（「副議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（関岡俊実議員） ９番加納義紀議員。 

○９番（加納義紀議員） 本組合議会議長に関岡俊実議員を指名する動議を提出いたします。 

○副議長（関岡俊実議員） ただいまの動議につきましては、福岡都市圏南部環境事業組合議会会議

規則第15条の規定により成立いたました。 

本動議を直ちに議題として、採決いたします。 

お諮りたします。本動議のとおり、私、関岡俊実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」と呼ぶ者あり） 

○議長（関岡俊実議員） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました、私、関岡俊実が

議長に当選いたしましたので、本席から福岡都市圏南部環境事業組合議会規則第31条第２項の規

定により、当選の告知をいたします。 

ここで時間をいただきまして、議長当選承諾及びご挨拶をさせていただきます。 

ただいま、福岡都市圏南部環境事業組合議会の議長として議員の皆さんにご推挙いただきまし

た。誠にありがとうございます。 

金堂議長におかれましては、これまで福岡都市圏南部環境事業組合の議長として多大なるご尽

力をいただき、大変なご苦労も多々あったかとは思いますけれども、その功績に対しまして心か

ら敬意と感謝を申し上げます。 

この福岡都市圏南部環境事業組合は、福岡市、春日市、大野城市、太宰府市そして那珂川町が

共同で、環境行政の広域的かつ効果的な遂行を図るという目的のもとに平成１８年５月に設立さ



れ、平成２８年度施設稼動を目標に事業を進めているところでありますが、住民の皆さんが安心

して暮らせる生活環境づくりには、信頼のある施設を建設し、廃棄物を安定的に処理していくこ

とが必要不可欠であると考えております。 

議会といたしましても事業推進のため、さらに努力してまいりたいと考えておりますので、議

員の皆様のご協力をいただきますようお願いを申し上げまして、私のご挨拶といたします。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

追加日程第６ 副議長の選挙について 

○議長（関岡俊実議員） ただいま副議長が欠員になりました。 

お諮りいたします。「副議長の選挙について」を議事日程に追加したいと思います。これに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（関岡俊実議員） 異議なしと認めます。よって、「副議長の選挙について」を議事日程に追

加することに決定しました。 

ここで、議事日程第５号を事務局より配付させます。 

(追加議事日程の配付) 

○議長（関岡俊実議員） 追加日程第６「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選

の方法をとりたいと思います。指名推選は、１人でも異議があれば、投票で行うことになりま

す。指名推選の方法をとることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（関岡俊実議員） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定い

たしました。 

お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これ

に異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（関岡俊実議員） 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。 

福岡都市圏南部環境事業組合議会申し合わせ第１号第１及び第５の取り決めにより、本組合議

会副議長に大田勝義議員を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしました大田勝義議員を副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」と呼ぶ者あり） 

○議長（関岡俊実議員） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました大田勝義議員が

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大田勝義議員が議場におられますので、会議規則第31条第２



項の規定により、当選の告知をいたします。 

それでは、大田勝義副議長からご挨拶をお願いいたします。 

○副議長（大田勝義議員） ただいま、組合議会の副議長に選任をいただきました大田でございま

す。よろしくお願いします。 

身に余る光栄と共に、責任の重大さを痛感しておるところでございます。 

今後におきましては、関岡議長を補佐しながら、議会運営の円滑な推進に努めてまいりたいと

思っておりますので、皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（関岡俊実議員） 以上で本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

これをもちまして平成24年福岡都市圏南部環境事業組合議会第２回定例会を閉会したいと思い

ますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（関岡俊実議員） 異議なしと認めます。よって、平成24年福岡都市圏南部環境事業組合議会

第２回定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

閉会 午後４時５６分 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

上記会議次第は、事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため、こ

こに署名します。 
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