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玄界環境組合告示第３号
平成27年玄界環境組合議会第１回臨時会を次のとおり招集する。
平成27年５月13日
玄界環境組合
組合長 中村 隆象
１ 期 日
平成27年５月20日（水曜日）午前10時30分
２ 場 所
古賀市役所４階第１委員会室
──────────────────────────────
○開会日に応招した議員
吉田
北崎
椛村
髙原

益美君
和博君
公彦君
伸二君

植木 隆信君
髙木 義輔君
硴野九州男君
結城 弘明君

──────────────────────────────
○応招しなかった議員
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成27年 玄 界 環 境 組 合 議 会 第 １ 回 臨 時 会 会 議 録
平成27年５月20日（水曜日）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議事日程（第１号）
平成27年５月20日 午前10時30分開会
日程第１ 議席の指定
日程第２ 会期の決定
日程第３ 会議録署名議員の指名
日程第４
日程第５
日程第６
日程第７

諸報告
議長の選挙について
同意第１号 監査委員の選任について
承認第１号 専決処分の承認について（玄界環境組合職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について）
──────────────────────────────
本日の会議に付した事件
日程第１ 議席の指定
日程第２ 会期の決定
日程第３
日程第４
日程第５
日程第６
日程第７

会議録署名議員の指名
諸報告
議長の選挙について
同意第１号 監査委員の選任について
承認第１号 専決処分の承認について（玄界環境組合職員の給与に関する
条例の一部を改正する条例の制定について）
──────────────────────────────
出席議員（８名）
吉田 益美君
植木 隆信君
北崎 和博君
髙木 義輔君
椛村 公彦君
硴野九州男君
髙原 伸二君
結城 弘明君
──────────────────────────────
欠席議員（なし）
──────────────────────────────
欠
員（なし）
──────────────────────────────
事務局出席職員職氏名
議会事務局長 藤井 巧一君
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──────────────────────────────
説明のため出席した者の職氏名
組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 中村 隆象君
副組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 谷井
副組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 小山 達生君
副組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 長﨑
事務局長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 河北 吉昭君
総務課長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 藤井
総務課長補佐 ┄┄┄┄┄┄ 常岡 仁志君
総務課総務係長 ┄┄┄┄┄┄┄ 柴
会計管理者 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 川島
薫君
代表監査委員 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 熊野
古賀清掃工場場長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 吉永
宗像清掃工場場長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 中野

博美君
武利君
巧一君
晴巳君
君男君
誠君
晴海君

古賀清掃工場場長補佐 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 管
英雄君
宗像清掃工場場長補佐 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 北﨑 光雄君
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
午前10時30分開会
〔出席議員８名〕
○副議長（吉田 益美君） 皆さん、おはようございます。
本日の臨時会は前議長の任期満了のため、地方自治法第１０６条の規定により、議長の決定
まで、副議長の私、宗像市議会議長の吉田がその職を務めます。よろしくお願いいたします。
今回、４月の改選により、古賀市と新宮町選出の議員及び執行部の人事異動がありましたの
で、それぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。
まず、議員のほうから。その後、執行部にお願いいたします。
それでは、２番、植木議員からどうぞ。
○議員（２番 植木 隆信君） 宗像市議会で社会常任委員長をしております植木です。よろし
くお願いいたします。
○議員（３番 北崎 和博君） 新宮町議会の議長でございます北崎です。どうぞよろしくお願
いいたします。
○議員（４番 髙木 義輔君） 新宮町の教育厚生常任委員会の委員長をしております髙木でご
ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議員（５番 椛村 公彦君） 福津市議会議長をしております椛村でございます。よろしくお
願いいたします。
○議員（６番 硴野九州夫君） 同じく硴野でございます。建設環境委員長をしております。ど
うぞよろしくお願いいたします。
○議員（７番 髙原 伸二君） 古賀市の髙原でございます。市民建産委員長をさせていただい
ております。よろしくお願いいたします。
○議員（８番 結城 弘明君） おはようございます。古賀市議会議長に昨日就任いたしました
結城でございます。よろしくお願いいたします。
○副議長（吉田 益美君） 次に、執行部の中村組合長から、どうぞお願いします。
○組合長（中村 隆象君） 古賀市長、玄界環境組合組合長の中村でございます。よろしくお願

- 3 -

いします。
○副組合長（谷井 博美君） 宗像市長の谷井でございます。あわせて副組合長をさせていただ
いております。どうぞよろしくお願いいたします。
○副組合長（小山 達生君） 同じく副組合長兼福津市長の小山でございます。よろしくお願い
いたします。
○副組合長（長﨑 武利君） 副組合長を仰せつかっています新宮町長の長﨑でございます。よ
ろしくお願いいたします。
○代表監査委員（熊野 君男君） 監査委員の熊野でございます。よろしくお願いいたします。
○会計管理者（川島
薫君） 会計管理者の川島と申します。よろしくお願いします。
○総務課長（藤井 巧一君） 総務課長の藤井でございます。福津市から派遣を受けております。
よろしくお願いいたします。
○事務局長（河北 吉昭君） 事務局長の河北でございます。本年４月から事務局長を拝命いた
しております。古賀市役所から来ております。よろしくお願いいたします。
○古賀清掃工場場長（吉永
誠君） 古賀清掃工場の場長であります吉永です。古賀市から派
遣されております。４月１日から拝命しております。よろしくお願いします。
○古賀清掃工場場長補佐（管
英雄君） 古賀工場場長補佐をしております管と申します。よ
ろしくお願いします。
○宗像清掃工場場長補佐（北﨑 光雄君） 宗像清掃工場場長補佐の北﨑です。よろしくお願い
いたします。
○宗像清掃工場場長（中野 晴海君） 宗像清掃工場場長の中野でございます。４月１日付で宗
像市から派遣されております。よろしくお願いします。
○総務課長補佐（常岡 仁志君） 組合本部総務課の課長補佐をしております常岡と申します。
古賀市からの派遣でございます。よろしくお願いいたします。
○総務課総務係長（柴
晴巳君） 総務課総務係長をしております柴と申します。よろしくお
願いいたします。
○副議長（吉田 益美君） ありがとうございました。
それでは、ただいまから平成２７年玄界環境組合議会第１回臨時会を開会いたします。
ただいまの出席議員は８名で、定足数に達しておりますので、議会は成立しました。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付しているとおりでございます。
────────────・────・────────────
日程第１．議席の指定
○副議長（吉田 益美君） 日程第１、議席の指定をいたします。
平成２７年５月１２日付で就任されました新宮町の北崎議員の議席を３番に指定いたします。
同じく平成２７年５月１２日付で就任されました新宮町の髙木議員の議席を４番に指定いた
します。
平成２７年５月１９日付で就任されました古賀市の髙原議員の議席を７番に指定いたします。
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同じく平成２７年５月１９日付で就任されました古賀市の結城議員の議席を８番に指定いた
します。
────────────・────・────────────
日程第２．会期の決定
○副議長（吉田 益美君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。
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〕
○副議長（吉田 益美君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日に決定いたしま
した。
────────────・────・────────────
日程第３．会議録署名議員の指名
○副議長（吉田 益美君） 日程第３、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８７条の規定によって、３番、北崎和博議員、４番、髙木義
輔議員、以上２名を指名いたします。
────────────・────・────────────
日程第４．諸報告
○副議長（吉田 益美君） 日程第４、諸報告をいたします。
本日、地方自治法第１２１条の規定により、議案等の説明のため出席を求めておりますのは、
組合長、副組合長、会計管理者、監査委員、その他関係担当職員でございます。
次に、組合長から第１回臨時会招集に当たって、挨拶並びに報告事項があれば、お願いいた
したいと思います。
中村組合長。
○組合長（中村 隆象君） 本日、平成２７年玄界環境組合議会第１回臨時会を招集いたしまし
たところ、議員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しい中、ご参集いただきまして、
まことにありがとうございます。
先月の統一地方選挙におきまして、めでたく当選されました古賀市並びに新宮町の議員の
方々には心よりお喜びを申し上げますとともに、本組合の議員として今後とも組合の円滑な運
営にご協力をお願い申し上げます。
本日は議長の選出が予定されていると聞いております。
組合長として提案いたしております案件は、監査委員の選任及び専決処分の承認の２議案で
あります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げまして、議会招集のご挨拶とさせていただ
きます。
次に、本日提案いたしております議案の説明を申し上げます。
同意第１号は、新宮町の安武議員の後任となる議会選出の監査委員の選任の同意を求めるも
のであります。
承認第１号は、人事院勧告により、国家公務員の給与改定及び構成市町の給与改定に伴い、
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玄界環境組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、そ
の承認を求めるものであります。
以上が上程する議案の概要であります。
議員の皆様におかれましては、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げま
す。
○副議長（吉田 益美君） 以上で、組合長の挨拶並びに報告事項を終わります。
ここで暫時休憩といたします。議員は第２委員会室にお集まりください。
午前10時37分休憩
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
午前10時50分再開
〔出席議員８名〕
○副議長（吉田 益美君） 本会を再開し、直ちに会議を開きます。
────────────・────・────────────
日程第５．議長の選挙について
○副議長（吉田 益美君） 日程第５、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、
指名推選に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〕
○副議長（吉田 益美君） 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。
ここでお諮りいたします。被選挙人の指名の方法について、副議長において指名することに
いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長（吉田 益美君） 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定い
たしました。
それでは、議長に結城弘明議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま、副議長において指名をいたしました議員を、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〕
○副議長（吉田 益美君） 異議なしと認めます。よってただいま指名されました結城議員が議
長に当選されました。
ただいま当選されました結城議員が議場におられますので、本席から議長当選の告知をいた
します。
それでは、当選されました結城議員にご挨拶をお願いいたします。
○議長（結城 弘明君） 当選させていただきました結城でございます。非常に玄界環境組合は
予算も膨大ですし、懸案事項もたくさんございますので、非常に重たい内容でございますけれ
ども、皆様方のご支援を賜りましてスムーズに達成させていただきたいというふうに思ってお
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りますので、どうかよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
○副議長（吉田 益美君） 結城議長、議長席にお着きください。お願いいたします。
これをもちまして、副議長の職務は全部終了いたしました。ご協力ありがとうございました。
議長、どうぞ。
○議長（結城 弘明君） それでは引き続き、議事を進めます。
────────────・────・────────────
日程第６．同意第１号 監査委員の選任について
○議長（結城 弘明君） 日程第６、同意第１号監査委員の選任についてを議題といたします。
なお、北崎議員は本人の身分に関係しておりますので、地方自治法第１１７条の規定により、
本議案の審議が終了するまで、退席をお願いいたします。
〔北崎議員 退席〕
○議長（結城 弘明君） 議事を進めます。
事務局長に提案理由の説明を求めます。
河北事務局長。
○事務局長（河北 吉昭君） それでは、議案の朗読で説明にかえさせていただきます。
同意第１号監査委員の選任について。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
玄界環境組合監査委員として組合議会議員のうちから下記の者を選任することについて、組
合議会の同意を求める。
平成２７年５月２０日提出
玄界環境組合組合長 中村 隆象
記
住所 糟屋郡新宮町大字新宮２３１の４
氏名 北崎 和博
生年月日 昭和３８年１月２４日
理由 前監査委員の任期が、地方自治法第１９７条の規定により平成２７年４月３０日をも
って満了したことに伴い、新たに監査委員を選任するに当たり、地方自治法第１９６条第１項
の規定により組合議会の同意を求めるものである。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
以上でございます。
○議長（結城 弘明君） それではお諮りいたします。本件は人事案件でございます。質疑を終
了し、さらに討論を省略したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（結城 弘明君） 異議なしと認めます。よって直ちに採決をいたします。
同意第１号監査委員の選任について同意を求める件は、これに同意することに賛成の方の起
立を求めます。
〔賛成者起立６／６名〕
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○議長（結城 弘明君） ただいま、起立６名全員でございます。全員賛成であります。よって、
同意第１号監査委員の選任について同意を求める件については、これに同意することに決定い
たしました。
ここで、北崎議員の除斥を解きます。
〔北崎議員 着席〕
○議長（結城 弘明君） ここで同意を受け、監査委員に選任されました北崎議員に一言ご挨拶
をお願いいたします。
○議員（３番 北崎 和博君） ただいま選任いただきました北崎でございます。しっかりと職
務を全うしたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長（結城 弘明君） どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
────────────・────・────────────
日程第７．承認第１号 専決処分の承認について
○議長（結城 弘明君） 次、日程第７、承認第１号専決処分の承認について（玄界環境組合職
員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について）を議題といたします。
事務局長に内容の説明を求めます。
河北事務局長。
○事務局長（河北 吉昭君） 承認第１号専決処分の承認について（玄界環境組合職員の給与に
関する条例の一部を改正する条例の制定について）説明いたします。
議案書５ページの新旧対照表をごらんください。
当組合の職員給与につきましては、給与条例第１条第１項で古賀市職員の例によると定めら
れております。平成２６年度の人事院勧告において、平成２７年４月１日からの給与改定が行
われております。そのほとんどが古賀市の職員給与条例で改正が行われており、組合職員もそ
の適用を受けるようになっております。
ただし、第２条第２項で、宗像清掃工場に勤務する職員の地域手当の適用については組合独
自の支給率を採用しておりましたが、今般これを組合職員全員同一とし、古賀市の地域手当と
同様の支給とするため、第２項を削除するものであります。
次ページに参考資料として、古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
の抜粋を添付いたしております。内容は、地域手当を６％とし、その範囲内で規則で定める割
合とされております。ちなみに、平成２７年度の地域手当の支給割合は４％となっております。
なお、今回の改正につきましては、構成市町の給与条例の改正状況を勘案し、平成２７年４月
１日から適用する必要がございましたので専決処分をいたしております。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長（結城 弘明君） これより質疑に入ります。何かございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（結城 弘明君） ないということでございますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。直ちに採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。

- 8 -

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（結城 弘明君） 異議なしと認めます。よって直ちに採決をいたします。
承認第１号の専決処分の承認を求める件は、これを原案のとおり承認することに賛成の方の
起立を求めます。
〔賛成者起立７／７名〕
○議長（結城 弘明君） 全員７名賛成であります。よって、承認第１号は原案のとおり承認す
ることに決定いたしました。
────────────・────・────────────
○議長（結城 弘明君） 以上で、本会議に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
ここでお諮りいたします。本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は議長に委
任していただきたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（結城 弘明君） 異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、
訂正は議長に委任していただくことに決定いたしました。
これにて、玄界環境組合議会平成２７年第１回臨時会を閉会いたします。
ご協力ありがとうございました。
午前11時00分閉会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
平成２７年５月２０日
議

長 結城 弘明

副 議 長 吉田 益美
署名議員 北崎 和博
署名議員 髙木 義輔
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