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サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会    

設設設設        立立立立        総総総総        会会会会    

（（（（議事議事議事議事録録録録））））    

とととと    きききき            平成平成平成平成１１１１9999年年年年 4444月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））    

ところところところところ            南部総合福祉南部総合福祉南部総合福祉南部総合福祉センターセンターセンターセンター    

    

＜＜＜＜出席者出席者出席者出席者＞＞＞＞    １２１２１２１２名名名名    

    

金城豊明金城豊明金城豊明金城豊明                大城英和大城英和大城英和大城英和                中村信吉中村信吉中村信吉中村信吉    

神谷信吉神谷信吉神谷信吉神谷信吉                島袋賢栄島袋賢栄島袋賢栄島袋賢栄                古謝景春古謝景春古謝景春古謝景春    

川平善範川平善範川平善範川平善範                大城純孝大城純孝大城純孝大城純孝                古堅國雄古堅國雄古堅國雄古堅國雄    

又吉忍夫又吉忍夫又吉忍夫又吉忍夫                新垣正祐新垣正祐新垣正祐新垣正祐                城間信三城間信三城間信三城間信三    

    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：総会総会総会総会にににに先立先立先立先立ちましてちましてちましてちまして皆様皆様皆様皆様にににに一一一一つおつおつおつお諮諮諮諮りしたいとりしたいとりしたいとりしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今回新組織今回新組織今回新組織今回新組織

をををを立立立立ちちちち上上上上げるげるげるげる総会総会総会総会ということでということでということでということで組織組織組織組織のののの代表代表代表代表となるとなるとなるとなる会長会長会長会長がががが不在不在不在不在でありますでありますでありますであります。。。。そそそそ

れでれでれでれで先日議長先日議長先日議長先日議長さんのさんのさんのさんの集集集集まりのまりのまりのまりの中中中中でででで調整調整調整調整ををををしておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、調整調整調整調整したしたしたした方方方方にににに臨臨臨臨

時議長時議長時議長時議長としてとしてとしてとして議事議事議事議事のほうをのほうをのほうをのほうを進進進進めてめてめてめて行行行行くということをくということをくということをくということを御了承御了承御了承御了承いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思

いますがよろしいでしょうかいますがよろしいでしょうかいますがよろしいでしょうかいますがよろしいでしょうか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：それではそれではそれではそれでは臨時議長臨時議長臨時議長臨時議長といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、南城市南城市南城市南城市のののの川平議長川平議長川平議長川平議長ををををもってもってもってもって総会総会総会総会をををを

進進進進めてめてめてめてていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：一同拍手一同拍手一同拍手一同拍手    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：それではそれではそれではそれでは会議会議会議会議にににに入入入入りますりますりますります。。。。本日本日本日本日はははは先程申先程申先程申先程申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、設立総設立総設立総設立総

会会会会でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、代表代表代表代表がおりませんががおりませんががおりませんががおりませんが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで協議会協議会協議会協議会のののの設立設立設立設立にあたってにあたってにあたってにあたって、、、、

おおおお世話世話世話世話をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた前南廃協前南廃協前南廃協前南廃協のののの会長会長会長会長でございますでございますでございますでございます古堅町長古堅町長古堅町長古堅町長がおられますのでがおられますのでがおられますのでがおられますので、、、、

町長町長町長町長のほうからのほうからのほうからのほうから会議会議会議会議のののの冒頭冒頭冒頭冒頭御御御御挨挨挨挨拶拶拶拶をいただいてからをいただいてからをいただいてからをいただいてから議事議事議事議事にににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。町長町長町長町長よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    
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古堅町長古堅町長古堅町長古堅町長：：：：みなさんこんにちはみなさんこんにちはみなさんこんにちはみなさんこんにちは。。。。本日本日本日本日はははは大変大変大変大変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中をををを理事理事理事理事のののの皆皆皆皆さんさんさんさん全員全員全員全員がががが

おおおお揃揃揃揃いになりましたいになりましたいになりましたいになりました。。。。そしてそしてそしてそして又関係者又関係者又関係者又関係者御御御御参加参加参加参加いただきましてありがとうございただきましてありがとうございただきましてありがとうございただきましてありがとうござ

いますいますいますいます。。。。ごみのごみのごみのごみの問題問題問題問題につきましてはおにつきましてはおにつきましてはおにつきましてはお互互互互いいいい共通共通共通共通のののの課題課題課題課題でございますでございますでございますでございます。。。。そしてそしてそしてそして

一日一日一日一日でもでもでもでも早早早早くくくく新新新新しいしいしいしい施設施設施設施設をををを建設建設建設建設しなければということでしなければということでしなければということでしなければということで、、、、平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年のののの５５５５月月月月

にににに立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた南廃協南廃協南廃協南廃協でございましたけれどもでございましたけれどもでございましたけれどもでございましたけれども、、、、去去去去ったったったった３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日でででで残念残念残念残念なななな結結結結

果果果果にににに終終終終わりましてわりましてわりましてわりまして、、、、解散解散解散解散というというというという事事事事になりましたになりましたになりましたになりました。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら一日一日一日一日たりともたりともたりともたりとも

猶予猶予猶予猶予できないできないできないできない状況状況状況状況でありますでありますでありますでありますのでのでのでので、、、、これをこれをこれをこれを早早早早めにめにめにめに進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、新新新新しいしいしいしい組織組織組織組織をををを

立立立立ちちちち上上上上げるげるげるげる事事事事にににに向向向向けてけてけてけて、、、、３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日からからからから皆様皆様皆様皆様からからからから仰仰仰仰せつかりましたせつかりましたせつかりましたせつかりました世話役世話役世話役世話役をををを

務務務務めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。事務局共事務局共事務局共事務局共々々々々新新新新しいしいしいしい組織組織組織組織をををを立立立立ちちちち上上上上げるためのげるためのげるためのげるための準備準備準備準備がががが整整整整いいいい

ましてましてましてまして、、、、今日今日今日今日いよいよいよいよいよいよいよいよ設立総会設立総会設立総会設立総会というというというという運運運運びになりましたびになりましたびになりましたびになりました。。。。これまでこれまでこれまでこれまで寄寄寄寄せていせていせていせてい

ただきましたただきましたただきましたただきました皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力にににに心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、またこれからまたこれからまたこれからまたこれから新新新新しいしいしいしい役役役役

員員員員がががが選出選出選出選出されましてされましてされましてされまして、、、、そしてそしてそしてそして新新新新しいしいしいしい組織組織組織組織がががが立立立立ちちちち上上上上がりますがりますがりますがります。。。。立立立立ちちちち上上上上がったあがったあがったあがったあ

かつきにおきましてはかつきにおきましてはかつきにおきましてはかつきにおきましては、、、、１１１１日日日日でもでもでもでも早早早早くくくく新新新新しいしいしいしい処理施設処理施設処理施設処理施設のののの建設建設建設建設がががが進進進進みますようみますようみますようみますよう

にににに共共共共々々々々にごにごにごにご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げるとげるとげるとげると共共共共にににに、、、、そしてそしてそしてそして私私私私がががが無事世話役無事世話役無事世話役無事世話役をををを努努努努めめめめらららら

れたれたれたれた事事事事にににに対対対対しましてしましてしましてしまして皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力にににに心心心心からからからから感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげ、、、、私私私私のののの御御御御挨拶挨拶挨拶挨拶とととと致致致致しししし

たいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。大変大変大変大変ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：町長町長町長町長どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。それではそれではそれではそれでは先程申先程申先程申先程申しししし上上上上げましたこげましたこげましたこげましたこ

れからのれからのれからのれからの議事議事議事議事のののの進行進行進行進行につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、川平議長川平議長川平議長川平議長のほうにのほうにのほうにのほうに議事進行議事進行議事進行議事進行をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし

たいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。議長席議長席議長席議長席のほうにおのほうにおのほうにおのほうにお願願願願いいいい致致致致ししししますますますます。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：みなさんこんにちはみなさんこんにちはみなさんこんにちはみなさんこんにちは。。。。ただただただただ今紹介今紹介今紹介今紹介されましたされましたされましたされました川平川平川平川平善範善範善範善範ででででございまございまございまございますすすす。。。。

臨時臨時臨時臨時にににに議長議長議長議長のののの職務職務職務職務をををを行行行行いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。それではそれではそれではそれでは着席着席着席着席してしてしてして

進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

川川川川平議長平議長平議長平議長：：：：ただただただただ今今今今のののの出席理事出席理事出席理事出席理事はははは１２１２１２１２名名名名でででで、、、、会会会会議議議議はははは成立成立成立成立いたしますいたしますいたしますいたします。。。。これよりこれよりこれよりこれより５５５５

市町循環型処理施設整備推進協議会理事会市町循環型処理施設整備推進協議会理事会市町循環型処理施設整備推進協議会理事会市町循環型処理施設整備推進協議会理事会をををを開会致開会致開会致開会致しますしますしますします。。。。本日本日本日本日のののの議事日議事日議事日議事日

程程程程はおはおはおはお手元手元手元手元にににに配布配布配布配布のののの資料資料資料資料のとおりでございますのとおりでございますのとおりでございますのとおりでございます。。。。    

議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号    ５５５５市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会

設置規程設置規程設置規程設置規程（（（（案案案案））））についてについてについてについて    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：日程第日程第日程第日程第２２２２    議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号「「「「５５５５市市市市町町町町循環型処理施設整備推進協議会役員循環型処理施設整備推進協議会役員循環型処理施設整備推進協議会役員循環型処理施設整備推進協議会役員

選考委員会設置規程選考委員会設置規程選考委員会設置規程選考委員会設置規程（（（（案案案案））））」」」」についてについてについてについて議題議題議題議題としますとしますとしますとします。。。。事務局事務局事務局事務局よりよりよりより内容内容内容内容のののの説明説明説明説明

をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    
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事務局事務局事務局事務局：：：：「「「「５５５５市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会設置規程市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会設置規程市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会設置規程市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会設置規程（（（（案案案案）」）」）」）」    

    についてについてについてについて読読読読みみみみ上上上上げげげげ説明説明説明説明。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：議案議案議案議案のののの説明説明説明説明がががが終了終了終了終了しましたしましたしましたしました。。。。質疑質疑質疑質疑にににに入入入入りますりますりますります。。。。只今只今只今只今のののの議案議案議案議案第第第第１１１１号号号号にににに

ついてついてついてついて質疑質疑質疑質疑ははははありありありありませんかませんかませんかませんか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：なしなしなしなし。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：質疑質疑質疑質疑はなしとはなしとはなしとはなしと認認認認めこれをもってめこれをもってめこれをもってめこれをもって質疑質疑質疑質疑をををを終結終結終結終結いたしますいたしますいたしますいたします。。。。これよりこれよりこれよりこれより討討討討

論論論論にににに入入入入りますりますりますります。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：討論討論討論討論なしなしなしなし。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：討論討論討論討論なしとなしとなしとなしと認認認認めめめめ、、、、これをもってこれをもってこれをもってこれをもって討論討論討論討論をををを終結終結終結終結いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：これよりこれよりこれよりこれより議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号「「「「５５５５市町循環型処理施設整備推進協議会役員選市町循環型処理施設整備推進協議会役員選市町循環型処理施設整備推進協議会役員選市町循環型処理施設整備推進協議会役員選

考委員会設置規程考委員会設置規程考委員会設置規程考委員会設置規程（（（（案案案案）」）」）」）」についてについてについてについて採決採決採決採決しますしますしますします。。。。本件本件本件本件はははは原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり可決可決可決可決すすすす

ることにごることにごることにごることにご異議異議異議異議ありませんかありませんかありませんかありませんか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：異議異議異議異議なしとなしとなしとなしと認認認認めますめますめますめます。。。。よってよってよってよって本案本案本案本案はははは原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり可可可可決決決決されましたされましたされましたされました。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：これからこれからこれからこれから選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会をををを開催開催開催開催しますのでしますのでしますのでしますので、、、、暫時休憩暫時休憩暫時休憩暫時休憩しますしますしますします。。。。    

    

選挙第選挙第選挙第選挙第１１１１号号号号    役員役員役員役員のののの選挙選挙選挙選挙についてについてについてについて    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：再開再開再開再開しますしますしますします。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：日程第日程第日程第日程第３３３３    選挙第選挙第選挙第選挙第１１１１号号号号「「「「役員役員役員役員のののの選挙選挙選挙選挙」」」」についてについてについてについて議題議題議題議題としますとしますとしますとします。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：５５５５市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会委員長市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会委員長市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会委員長市町循環型処理施設整備推進協議会役員選考委員会委員長からからからから、、、、

選考結果選考結果選考結果選考結果のののの報告報告報告報告をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
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川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：大城英和委員長大城英和委員長大城英和委員長大城英和委員長。。。。    

    

大城大城大城大城委員長委員長委員長委員長：：：：それではそれではそれではそれでは、、、、先程選考委員会先程選考委員会先程選考委員会先程選考委員会をををを執執執執りりりり行行行行いましたいましたいましたいました結果結果結果結果をををを報告報告報告報告致致致致ししししますますますます。。。。

会長会長会長会長にににに古堅國雄与那原町長古堅國雄与那原町長古堅國雄与那原町長古堅國雄与那原町長、、、、副会長副会長副会長副会長にににに古謝景春南城市長古謝景春南城市長古謝景春南城市長古謝景春南城市長、、、、副会長副会長副会長副会長、、、、神谷信神谷信神谷信神谷信

吉八重瀬町議長吉八重瀬町議長吉八重瀬町議長吉八重瀬町議長、、、、監事監事監事監事にににに神谷神谷神谷神谷明徳明徳明徳明徳八重瀬町八重瀬町八重瀬町八重瀬町収入役収入役収入役収入役、、、、親泊輝延親泊輝延親泊輝延親泊輝延西原町収入役西原町収入役西原町収入役西原町収入役、、、、

以上以上以上以上にににに決定致決定致決定致決定致しましたしましたしましたしました事事事事をををを報告致報告致報告致報告致しますしますしますします。。。。それからそれからそれからそれから、、、、役員役員役員役員をををを選出選出選出選出したわけしたわけしたわけしたわけ

ですがですがですがですが、、、、会長副会長会長副会長会長副会長会長副会長だけにだけにだけにだけに責任責任責任責任をををを負負負負わすんじゃなくしてわすんじゃなくしてわすんじゃなくしてわすんじゃなくして、、、、南廃協南廃協南廃協南廃協のののの轍轍轍轍をををを踏踏踏踏

まないようにまないようにまないようにまないように、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる結果結果結果結果がががが出出出出てもてもてもても責任責任責任責任はははは全理事全理事全理事全理事でででで持持持持つというつというつというつという具合具合具合具合にににに。。。。

去年去年去年去年のののの場合場合場合場合もうちのもうちのもうちのもうちの豊見城豊見城豊見城豊見城のののの市長市長市長市長がががが南廃協南廃協南廃協南廃協のののの会長会長会長会長のののの場合場合場合場合にもにもにもにも、、、、いろんないろんないろんないろんな妨妨妨妨

害害害害もももも受受受受けましたけましたけましたけました。。。。怪文書怪文書怪文書怪文書もももも出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。市長及市長及市長及市長及びびびび私議長私議長私議長私議長にににに。。。。こういうのこういうのこういうのこういうの

がががが出出出出たたたた場合場合場合場合にでもにでもにでもにでも、、、、全理事全理事全理事全理事でででで、、、、取締取締取締取締りりりり当局当局当局当局にいってこういうにいってこういうにいってこういうにいってこういう妨害妨害妨害妨害はははは排除排除排除排除すすすす

るようにるようにるようにるように、、、、今選考委員会今選考委員会今選考委員会今選考委員会でででで決決決決めためためためた役員役員役員役員だけのだけのだけのだけの責任責任責任責任にはにはにはには負負負負わせたくないわせたくないわせたくないわせたくない、、、、全全全全

理事理事理事理事でででで責責責責任任任任をををを負負負負っていきたいというっていきたいというっていきたいというっていきたいという選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会でのおでのおでのおでのお話話話話でありましたでありましたでありましたでありました。。。。議議議議

長長長長、、、、報告致報告致報告致報告致しますしますしますします。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：ただただただただ今委員長今委員長今委員長今委員長からからからから報告報告報告報告がありましたがありましたがありましたがありました。。。。おおおお諮諮諮諮りしますりしますりしますりします。。。。委員長委員長委員長委員長からからからから報報報報

告告告告のありましたとおりのありましたとおりのありましたとおりのありましたとおり、、、、会長会長会長会長：：：：古堅國雄与那原町長古堅國雄与那原町長古堅國雄与那原町長古堅國雄与那原町長、、、、副会長副会長副会長副会長：：：：古謝景春南古謝景春南古謝景春南古謝景春南

城市長城市長城市長城市長、、、、副会長副会長副会長副会長：：：：神谷信吉八重瀬町議長神谷信吉八重瀬町議長神谷信吉八重瀬町議長神谷信吉八重瀬町議長、、、、監事監事監事監事にににに神谷明徳八重瀬町収入役神谷明徳八重瀬町収入役神谷明徳八重瀬町収入役神谷明徳八重瀬町収入役、、、、

親泊輝延西原町収入役親泊輝延西原町収入役親泊輝延西原町収入役親泊輝延西原町収入役をををを役員役員役員役員にににに決定決定決定決定することにごすることにごすることにごすることにご異議異議異議異議ありませんかありませんかありませんかありませんか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：異議異議異議異議なしとなしとなしとなしと認認認認めますめますめますめます。。。。よってよってよってよって、、、、会長会長会長会長：：：：古堅國雄与那原町長古堅國雄与那原町長古堅國雄与那原町長古堅國雄与那原町長、、、、副会長副会長副会長副会長：：：：

古謝景春南城市長古謝景春南城市長古謝景春南城市長古謝景春南城市長、、、、副会長副会長副会長副会長：：：：神谷信吉八重瀬町議長神谷信吉八重瀬町議長神谷信吉八重瀬町議長神谷信吉八重瀬町議長、、、、監事監事監事監事にににに神谷明徳八重神谷明徳八重神谷明徳八重神谷明徳八重

瀬瀬瀬瀬町収入役町収入役町収入役町収入役、、、、親泊輝延西原町収入役親泊輝延西原町収入役親泊輝延西原町収入役親泊輝延西原町収入役とすることにとすることにとすることにとすることに決定決定決定決定しましたしましたしましたしました。。。。    

    

川平議長川平議長川平議長川平議長：：：：会長会長会長会長、、、、議長席議長席議長席議長席におにおにおにお着着着着きをおきをおきをおきをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。（。（。（。（川平臨時議長退川平臨時議長退川平臨時議長退川平臨時議長退

席席席席））））    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：（（（（会長着席会長着席会長着席会長着席））））それではそれではそれではそれでは皆皆皆皆さんさんさんさん一言御一言御一言御一言御挨拶申挨拶申挨拶申挨拶申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私

がががが会長会長会長会長ということでということでということでということで選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会でででで決決決決まったようでございますまったようでございますまったようでございますまったようでございます。。。。どなたがどなたがどなたがどなたが会会会会

長長長長になりましてもおになりましてもおになりましてもおになりましてもお互互互互いはいはいはいは一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって問題解決問題解決問題解決問題解決をしなければいけないとをしなければいけないとをしなければいけないとをしなければいけないと

思思思思っておりまっておりまっておりまっておりますすすす。。。。私私私私もももも一理事一理事一理事一理事としてとしてとしてとして一生懸命頑張一生懸命頑張一生懸命頑張一生懸命頑張りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思っていたとこっていたとこっていたとこっていたとこ

ろですけれどもろですけれどもろですけれどもろですけれども、、、、会長会長会長会長というというというという重責重責重責重責でででで責任責任責任責任のののの重重重重さをひしひしとさをひしひしとさをひしひしとさをひしひしと感感感感じてじてじてじておりまおりまおりまおりま

すすすす。。。。おおおお互互互互いがいがいがいが一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって新新新新しいしいしいしい施設施設施設施設のののの建設建設建設建設にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組めばめばめばめば、、、、技術技術技術技術もももも

だいぶだいぶだいぶだいぶ進行進行進行進行しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、新新新新しいしいしいしい方式方式方式方式をををを採採採採用用用用することによってすることによってすることによってすることによって地域住民地域住民地域住民地域住民
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にこれまでのいろいろなにこれまでのいろいろなにこれまでのいろいろなにこれまでのいろいろな風評被害風評被害風評被害風評被害とかとかとかとか、、、、不安不安不安不安をををを与与与与えることなくえることなくえることなくえることなく、、、、喜喜喜喜んでんでんでんで地地地地

域域域域がががが迎迎迎迎えられるようなえられるようなえられるようなえられるような施設施設施設施設をををを造造造造れるものとれるものとれるものとれるものと確信確信確信確信しておりますしておりますしておりますしております。。。。早速早速早速早速これかこれかこれかこれか

らららら皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと一緒一緒一緒一緒にににに新新新新しいしいしいしい施設建設施設建設施設建設施設建設にににに向向向向けてけてけてけて命命命命をををを懸懸懸懸けてけてけてけて頑張頑張頑張頑張ってまいりたいってまいりたいってまいりたいってまいりたい

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。先程委員長先程委員長先程委員長先程委員長、、、、豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市のののの議長議長議長議長からありましたがからありましたがからありましたがからありましたが、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな

形形形形のののの難難難難しいしいしいしいハードルハードルハードルハードルもあろうかともあろうかともあろうかともあろうかと思思思思いますけれどもおいますけれどもおいますけれどもおいますけれどもお互互互互いがいがいがいが誠心誠意誠心誠意誠心誠意誠心誠意、、、、建建建建

設設設設にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組めばめばめばめば、、、、こういうのもこういうのもこういうのもこういうのも乗乗乗乗りりりり越越越越えていけるというふうにえていけるというふうにえていけるというふうにえていけるというふうに思思思思いいいい

ますのでますのでますのでますので、、、、皆様皆様皆様皆様のののの絶大絶大絶大絶大なるなるなるなる御協力御協力御協力御協力をををを心心心心からおからおからおからお願願願願いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げましてげましてげましてげまして会長会長会長会長のののの

挨拶挨拶挨拶挨拶としたいととしたいととしたいととしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：それではそれではそれではそれでは座座座座ったまったまったまったままですけどもまですけどもまですけどもまですけども、、、、副会長副会長副会長副会長にににに南城市長南城市長南城市長南城市長のののの古謝景春氏古謝景春氏古謝景春氏古謝景春氏がががが

選選選選ばれましたばれましたばれましたばれました。。。。一言御一言御一言御一言御挨拶挨拶挨拶挨拶、、、、決意決意決意決意のほどをよろしくおのほどをよろしくおのほどをよろしくおのほどをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

古謝副古謝副古謝副古謝副会長会長会長会長：：：：皆皆皆皆さんこんにちはさんこんにちはさんこんにちはさんこんにちは。。。。またまたまたまた新新新新たなたなたなたなスタートスタートスタートスタートになりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれども、、、、

これまでこれまでこれまでこれまで私共私共私共私共もももも２２２２回回回回のののの大大大大きなきなきなきな失敗失敗失敗失敗をしてきたわけでありますがをしてきたわけでありますがをしてきたわけでありますがをしてきたわけでありますが、、、、そのそのそのその間本間本間本間本

当当当当にににに住民住民住民住民のののの為為為為にににに何何何何がががが出来出来出来出来るかというようなるかというようなるかというようなるかというような事事事事をををを今今今今技術的技術的技術的技術的なななな面面面面もももも含含含含めましてめましてめましてめまして

我我我我々々々々理事理事理事理事がががが、、、、一緒一緒一緒一緒になってになってになってになって腹腹腹腹をくくるぐらいのをくくるぐらいのをくくるぐらいのをくくるぐらいの気持気持気持気持ちでちでちでちで市民市民市民市民のののの生活生活生活生活するするするする上上上上

でででで必要必要必要必要なごみなごみなごみなごみ処処処処理理理理についてについてについてについて、、、、真剣真剣真剣真剣にににに議論議論議論議論ををををしてしてしてして新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを固固固固めるといめるといめるといめるとい

うううう大変重要大変重要大変重要大変重要なななな任務任務任務任務だとだとだとだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。会長会長会長会長をしっかりをしっかりをしっかりをしっかりサポートサポートサポートサポートしてしてしてして、、、、そそそそ

のののの方向性方向性方向性方向性をををを定定定定めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた理事理事理事理事のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方もごもごもごもご

協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：引引引引きききき続続続続きききき神谷副会長一言神谷副会長一言神谷副会長一言神谷副会長一言おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

神谷神谷神谷神谷副会長副会長副会長副会長：：：：皆様方皆様方皆様方皆様方のののの御御御御協力協力協力協力をををを得得得得ながらながらながらながら粛粛粛粛々々々々とととと、、、、又又又又、、、、皆様皆様皆様皆様のののの英知英知英知英知もももも結集結集結集結集しながしながしながしなが

らやっていきたいとらやっていきたいとらやっていきたいとらやっていきたいと、、、、このようにこのようにこのようにこのように思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、皆様皆様皆様皆様のののの御協力御協力御協力御協力よろよろよろよろ

しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。それではそれではそれではそれでは休憩休憩休憩休憩をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

    

    

    

    議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号    新組織新組織新組織新組織のののの名称名称名称名称についてについてについてについて（（（（追加日程議案追加日程議案追加日程議案追加日程議案））））    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：再開致再開致再開致再開致しますしますしますします。。。。日程第日程第日程第日程第３３３３のののの次次次次にににに日程日程日程日程第第第第４４４４    議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号    ５５５５市町循環市町循環市町循環市町循環
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型処理施設整備推進協議会型処理施設整備推進協議会型処理施設整備推進協議会型処理施設整備推進協議会のののの名称名称名称名称ををををサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会にににに

読読読読みみみみ替替替替えるえるえるえる議案議案議案議案をををを追加追加追加追加提案提案提案提案したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ごごごご異議異議異議異議ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：異議異議異議異議なしとなしとなしとなしと認認認認めますめますめますめます。。。。ただただただただ今今今今ののののサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会

にににに名称名称名称名称をををを読読読読みみみみ替替替替えるとするえるとするえるとするえるとする事事事事がががが決定決定決定決定されましたされましたされましたされました。。。。ごごごご異議異議異議異議ございませんねございませんねございませんねございませんね。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし。。。。    

    

    議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号    サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会会則推進協議会会則推進協議会会則推進協議会会則（（（（案案案案））））    

    議案第議案第議案第議案第４４４４号号号号    サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会部会運営規程推進協議会部会運営規程推進協議会部会運営規程推進協議会部会運営規程

（（（（案案案案））））についてについてについてについて    

    議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号    サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会にににに属属属属するするするする会長等会長等会長等会長等

のののの報酬及報酬及報酬及報酬及びびびび費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償にににに関関関関するするするする規定規定規定規定（（（（案案案案））））についてについてについてについて    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：日程第日程第日程第日程第５５５５からからからから第第第第７７７７、、、、議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号からからからから第第第第４４４４号号号号、、、、第第第第５５５５号号号号までをまでをまでをまでを一括議題一括議題一括議題一括議題

としてとしてとしてとして提案提案提案提案しますしますしますします。。。。事務局事務局事務局事務局のののの説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号「「「「サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会会則推進協議会会則推進協議会会則推進協議会会則（（（（案案案案）」）」）」）」議案第議案第議案第議案第４４４４

号号号号「「「「サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会部会運営規程推進協議会部会運営規程推進協議会部会運営規程推進協議会部会運営規程（（（（案案案案）」）」）」）」議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号「「「「ササササ

ザンクリーンセンターザンクリーンセンターザンクリーンセンターザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会にににに属属属属するするするする会長等会長等会長等会長等のののの報酬及報酬及報酬及報酬及びびびび費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償にににに関関関関すすすす

るるるる規程規程規程規程（（（（案案案案））））についてについてについてについて」」」」までまでまでまで資料資料資料資料（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ９９９９～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ１７１７１７１７））））読読読読みみみみ上上上上げげげげ説明説明説明説明。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：事務局事務局事務局事務局のののの説明説明説明説明がががが終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。質疑質疑質疑質疑があるがあるがあるがある方方方方のののの挙手挙手挙手挙手をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：進行進行進行進行のののの声声声声ありありありあり    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：進行進行進行進行のののの声声声声がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、質疑質疑質疑質疑をををを打打打打ちちちち切切切切りりりり、、、、討論討論討論討論をををを省略省略省略省略してしてしてして提案提案提案提案のののの

とおりとおりとおりとおり決定決定決定決定したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがよろしいでしょうかいますがよろしいでしょうかいますがよろしいでしょうかいますがよろしいでしょうか。。。。    
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理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし。。。。    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声がございますがございますがございますがございます。。。。原案原案原案原案どおりどおりどおりどおり決定決定決定決定致致致致しましましましましたしたしたした。。。。    

    

議案議案議案議案第第第第６６６６号号号号    平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会    

事業計画事業計画事業計画事業計画（（（（案案案案））））についてについてについてについて    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：次次次次にににに日程第日程第日程第日程第８８８８    議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号「「「「平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター

推進協議会事業計画推進協議会事業計画推進協議会事業計画推進協議会事業計画（（（（案案案案）」）」）」）」についてについてについてについて、、、、事務局事務局事務局事務局にににに説明説明説明説明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：読読読読みみみみ上上上上げげげげ説明説明説明説明（（（（資料資料資料資料１９１９１９１９ページページページページ））））    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：ただただただただ今事務局今事務局今事務局今事務局のののの説明説明説明説明がががが終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。質疑質疑質疑質疑があるがあるがあるがある方方方方のののの質疑質疑質疑質疑をををを許許許許しましましましま

すすすす。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：質疑質疑質疑質疑ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：進行進行進行進行。。。。    

    

古堅町長古堅町長古堅町長古堅町長：：：：進行進行進行進行のののの声声声声がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、事業計画事業計画事業計画事業計画（（（（案案案案））））についてのについてのについてのについての質疑質疑質疑質疑をををを打打打打ちちちち

切切切切りりりり、、、、討論討論討論討論をををを省略省略省略省略しししし、、、、原案原案原案原案どおりどおりどおりどおり可決決定可決決定可決決定可決決定したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、異議異議異議異議ござござござござ

いませんかいませんかいませんかいませんか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：異議異議異議異議ななななしのしのしのしの声声声声がございますがございますがございますがございます。。。。よってよってよってよって原案通原案通原案通原案通りりりり決定致決定致決定致決定致しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    議案第議案第議案第議案第７７７７号号号号        平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会

予算予算予算予算（（（（案案案案））））についてについてについてについて    

議長議長議長議長（（（（古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長））））：：：：次次次次にににに日程第日程第日程第日程第９９９９    議案第議案第議案第議案第７７７７号号号号「「「「平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度サザンクリーンセサザンクリーンセサザンクリーンセサザンクリーンセ

ンターンターンターンター推進協議会予算推進協議会予算推進協議会予算推進協議会予算（（（（案案案案）」）」）」）」についてについてについてについて事務局事務局事務局事務局のののの説明説明説明説明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：平成平成平成平成１９１９１９１９年度予算年度予算年度予算年度予算（（（（案案案案）（）（）（）（資料資料資料資料ＰＰＰＰ21212121～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ27272727））））読読読読みみみみ上上上上げげげげ説明説明説明説明。。。。    
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古堅古堅古堅古堅会長会長会長会長：：：：ただただただただ今事務局今事務局今事務局今事務局からからからからのののの説明説明説明説明がががが終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。質疑質疑質疑質疑ございますかございますかございますかございますか。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：ちょっとちょっとちょっとちょっと分分分分からないことがあるのでからないことがあるのでからないことがあるのでからないことがあるので、、、、もうもうもうもう少少少少しししし詳詳詳詳しいしいしいしい説明説明説明説明とととと、、、、事情事情事情事情

をををを教教教教えてえてえてえて頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい。。。。資料資料資料資料ＰＰＰＰ２３２３２３２３のののの役役役役務費務費務費務費、、、、手数料手数料手数料手数料ですけどですけどですけどですけど豊見城分豊見城分豊見城分豊見城分がががが入入入入っっっっ

てますよねてますよねてますよねてますよね。。。。どこのどこのどこのどこの市町村分市町村分市町村分市町村分もあってしかるべきだともあってしかるべきだともあってしかるべきだともあってしかるべきだと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、豊見豊見豊見豊見

城城城城はははは何何何何かかかか特殊特殊特殊特殊なななな事情事情事情事情がおがおがおがおありなのかありなのかありなのかありなのか、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺のののの事事事事をををを教教教教えてえてえてえて頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい。。。。もももも

しししし手数料手数料手数料手数料がががが平等平等平等平等にににに分配分配分配分配されるならされるならされるならされるなら我我我我々々々々にもあってしかるべきかなとにもあってしかるべきかなとにもあってしかるべきかなとにもあってしかるべきかなと思思思思うんうんうんうん

ですがですがですがですが、、、、それにはそれなりのそれにはそれなりのそれにはそれなりのそれにはそれなりの事情事情事情事情があってのがあってのがあってのがあっての事事事事だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思うんでうんでうんでうんで、、、、私私私私たちたちたちたち

がががが分分分分かるかるかるかる様様様様にににに納得納得納得納得できるようにできるようにできるようにできるように御御御御説明説明説明説明おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：事務局説明願事務局説明願事務局説明願事務局説明願いますいますいますいます。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市さんのさんのさんのさんの場合場合場合場合はははは広報広報広報広報のののの印刷業者印刷業者印刷業者印刷業者さんのほうにさんのほうにさんのほうにさんのほうに折込折込折込折込のののの依頼依頼依頼依頼をしてをしてをしてをして、、、、

手数料手数料手数料手数料でででで支払支払支払支払っているというっているというっているというっているという事事事事でありまでありまでありまでありますすすす。。。。残残残残りのりのりのりの自治体自治体自治体自治体につにつにつにつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、

区長会等区長会等区長会等区長会等をををを通通通通してしてしてして配配配配ってもらっているというってもらっているというってもらっているというってもらっているという事事事事でででで無料無料無料無料でででで配布配布配布配布というというというという形形形形をとをとをとをと

っていますっていますっていますっています。。。。豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市さんのさんのさんのさんの場合場合場合場合はそれがはそれがはそれがはそれが確立確立確立確立されてなかったというのもされてなかったというのもされてなかったというのもされてなかったというのも

ありましてありましてありましてありまして、、、、業者業者業者業者にににに依頼依頼依頼依頼してしてしてして手数料手数料手数料手数料をををを支払支払支払支払っているというっているというっているというっているという状況状況状況状況になりますになりますになりますになります。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：市長市長市長市長、、、、経費節減経費節減経費節減経費節減のほうにごのほうにごのほうにごのほうにご協力協力協力協力をををを頂頂頂頂いていていていて、、、、他市町村他市町村他市町村他市町村のようにのようにのようにのように区長会区長会区長会区長会

におにおにおにお願願願願いしていしていしていしていただけないでしょうかいただけないでしょうかいただけないでしょうかいただけないでしょうか？？？？    

    

理理理理        事事事事：：：：豊見城豊見城豊見城豊見城のののの場合場合場合場合はははは新聞関係新聞関係新聞関係新聞関係をををを配配配配っているっているっているっている所所所所とかとかとかとか、、、、そういったそういったそういったそういった所所所所にににに全部全部全部全部

委託委託委託委託しているんですよしているんですよしているんですよしているんですよ。。。。全戸配布全戸配布全戸配布全戸配布するためにはですねするためにはですねするためにはですねするためにはですね    

    

古謝古謝古謝古謝副会長副会長副会長副会長：：：：区長区長区長区長さんがさんがさんがさんが配布配布配布配布はやっていないはやっていないはやっていないはやっていない？？？？    

    

理理理理        事事事事：：：：区長区長区長区長さんさんさんさんがはやっていないんですよがはやっていないんですよがはやっていないんですよがはやっていないんですよ。。。。新聞配達関係新聞配達関係新聞配達関係新聞配達関係もほとんどのもほとんどのもほとんどのもほとんどの家家家家

庭庭庭庭ががががタイムスタイムスタイムスタイムスさんやさんやさんやさんや新報新報新報新報さんをさんをさんをさんを取取取取っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、そういうそういうそういうそういう所所所所かあるいかあるいかあるいかあるい

はははは地域地域地域地域のののの子供会子供会子供会子供会とかとかとかとか全戸配布全戸配布全戸配布全戸配布のののの体制体制体制体制をとるとどうしてもをとるとどうしてもをとるとどうしてもをとるとどうしても金金金金がかかってくるがかかってくるがかかってくるがかかってくる

んですよんですよんですよんですよ。。。。そのためのそのためのそのためのそのための委託費委託費委託費委託費だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。１１１１部何円部何円部何円部何円かかっているかよくかかっているかよくかかっているかよくかかっているかよく

はははは分分分分かりませんけどもかりませんけどもかりませんけどもかりませんけども。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：まあまあまあまあ、、、、努力努力努力努力してもらうということでしてもらうということでしてもらうということでしてもらうということで。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：はいはいはいはい。。。。事情事情事情事情がががが分分分分かればいいんですがかればいいんですがかればいいんですがかればいいんですが。。。。    
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古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：地域地域地域地域によってやっぱりによってやっぱりによってやっぱりによってやっぱり事情事情事情事情がありますからがありますからがありますからがありますから、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは鋭意努力鋭意努力鋭意努力鋭意努力してしてしてして

頂頂頂頂いていていていて少少少少しでもしでもしでもしでも経費節減経費節減経費節減経費節減につながればにつながればにつながればにつながれば。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：議長議長議長議長。。。。人数人数人数人数だけだけだけだけ教教教教えてえてえてえて下下下下さいさいさいさい。。。。歳出歳出歳出歳出のほうののほうののほうののほうの報酬報酬報酬報酬、、、、住民代表住民代表住民代表住民代表１４４１４４１４４１４４    

        万組万組万組万組まれているんですがまれているんですがまれているんですがまれているんですが、、、、これはこれはこれはこれは南廃協時代南廃協時代南廃協時代南廃協時代のののの住民代表住民代表住民代表住民代表がそのままいるのがそのままいるのがそのままいるのがそのままいるの

かかかか、、、、それともどのそれともどのそれともどのそれともどの位減位減位減位減ったのかったのかったのかったのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺ちょっとちょっとちょっとちょっと教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：事務局長事務局長事務局長事務局長。。。。    

    

事務局長事務局長事務局長事務局長：：：：おおおお手元手元手元手元のののの資料資料資料資料ＰＰＰＰ２９２９２９２９をおをおをおをお開開開開きくださいきくださいきくださいきください。。。。部会部会部会部会のののの名簿名簿名簿名簿がでておりましがでておりましがでておりましがでておりまし

てててて、、、、第一部会第一部会第一部会第一部会からからからから第四部会第四部会第四部会第四部会までまでまでまでありますありますありますあります。。。。第一部会第一部会第一部会第一部会のののの６６６６番以降番以降番以降番以降、、、、調整中調整中調整中調整中のののの

ところがありましてところがありましてところがありましてところがありまして、、、、原則原則原則原則としてはとしてはとしてはとしては構成市町構成市町構成市町構成市町からからからからおおおお二人二人二人二人ずつずつずつずつ住民代表住民代表住民代表住民代表をををを出出出出

してしてしてして頂頂頂頂くくくくというというというという事事事事ででででありまありまありまありますすすす。。。。このこのこのこの部会部会部会部会についてはについてはについてはについては住民代表住民代表住民代表住民代表はははは増増増増えておりえておりえておりえており

ますますますます。。。。それからそれからそれからそれから第三部会第三部会第三部会第三部会につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては以前以前以前以前のののの組組組組織織織織とととと同同同同じじじじ住民代表住民代表住民代表住民代表がががが５５５５名名名名

というふうなというふうなというふうなというふうな形形形形でででで、、、、このこのこのこの方方方方たちのたちのたちのたちの会議会議会議会議のののの報酬額報酬額報酬額報酬額がこのがこのがこのがこの金額金額金額金額となっておりまとなっておりまとなっておりまとなっておりま

すすすす。。。。増増増増えているのはえているのはえているのはえているのは第一部会第一部会第一部会第一部会のほうですのほうですのほうですのほうです。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：はいはいはいはい、、、、分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：他他他他にございますかにございますかにございますかにございますか。。。。    

    

（（（（予算案予算案予算案予算案のののの副会長副会長副会長副会長のののの報酬報酬報酬報酬についてについてについてについて））））    

事務局事務局事務局事務局：：：：歳出歳出歳出歳出ののののＰＰＰＰ２３２３２３２３のののの報酬報酬報酬報酬のほうになりますけどものほうになりますけどものほうになりますけどものほうになりますけども副会長副会長副会長副会長のののの報酬報酬報酬報酬がががが３８４３８４３８４３８４千千千千

円円円円とととと４４４４人分計上人分計上人分計上人分計上されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、減額減額減額減額をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、予備費予備費予備費予備費のほうにのほうにのほうにのほうに充当充当充当充当

していこうとしていこうとしていこうとしていこうと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：予算組予算組予算組予算組むときにはむときにはむときにはむときには当初当初当初当初４４４４名名名名というというというという案案案案でしたよねでしたよねでしたよねでしたよね。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：予算予算予算予算をををを４４４４名分名分名分名分としてとしてとしてとして計上計上計上計上してありましたけどしてありましたけどしてありましたけどしてありましたけど最終的最終的最終的最終的にににに２２２２名名名名になりまになりまになりまになりま

したのでしたのでしたのでしたので、、、、２２２２名分名分名分名分はははは数字数字数字数字をををを訂正訂正訂正訂正してしてしてして予備費予備費予備費予備費のほうにのほうにのほうにのほうに組組組組みみみみ入入入入れるということれるということれるということれるということ

にしたいということでございますがにしたいということでございますがにしたいということでございますがにしたいということでございますが、、、、よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    
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理理理理        事事事事：：：：用地折衝嘱託員用地折衝嘱託員用地折衝嘱託員用地折衝嘱託員のののの人数人数人数人数はははは何名何名何名何名でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

 

事務局事務局事務局事務局：：：：用地折衝用地折衝用地折衝用地折衝のののの嘱託員嘱託員嘱託員嘱託員はははは１１１１人人人人ですですですです。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：はいはいはいはい分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：他他他他にににに質問質問質問質問ございますかございますかございますかございますか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：なしなしなしなし    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：進行進行進行進行のののの声声声声がございますのでがございますのでがございますのでがございますので質疑質疑質疑質疑をををを打打打打ちちちち切切切切りますりますりますります。。。。討論討論討論討論をををを省略省略省略省略しまししまししまししまし

てててて原案原案原案原案どおりどおりどおりどおり可決決定可決決定可決決定可決決定したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが異議異議異議異議ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議ななななしししし。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声がございますがございますがございますがございます。。。。よってよってよってよって原案原案原案原案どおりどおりどおりどおり可決決定致可決決定致可決決定致可決決定致しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    決議第決議第決議第決議第１１１１号号号号    ５５５５市長循環型処理施設市長循環型処理施設市長循環型処理施設市長循環型処理施設のののの建設建設建設建設にににに向向向向けたけたけたけた宣言文宣言文宣言文宣言文のののの採択採択採択採択    

についてについてについてについて    

 

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：それではそれではそれではそれでは日程第日程第日程第日程第１０１０１０１０    決議第決議第決議第決議第１１１１号号号号「「「「５５５５市長循環型処理施設建設市長循環型処理施設建設市長循環型処理施設建設市長循環型処理施設建設にににに向向向向

けたけたけたけた宣言文宣言文宣言文宣言文のののの採択採択採択採択についてについてについてについて」」」」をををを議題議題議題議題とととと致致致致しますしますしますします。。。。神谷神谷神谷神谷信吉副会長信吉副会長信吉副会長信吉副会長にににに宣言文宣言文宣言文宣言文

をををを読読読読みみみみ上上上上げてもらいげてもらいげてもらいげてもらい提案提案提案提案にににに代代代代えたいとえたいとえたいとえたいと思思思思いますいますいますいます。。。。副会長副会長副会長副会長よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしいしいしいし

ますますますます。。。。    

    

神谷副会長神谷副会長神谷副会長神谷副会長：：：：それではそれではそれではそれでは、『、『、『、『宣言宣言宣言宣言。。。。環境問題環境問題環境問題環境問題にににに取取取取りりりり組組組組むわがむわがむわがむわが国国国国にあってにあってにあってにあって、、、、県内県内県内県内のごのごのごのご

みみみみ処理問題処理問題処理問題処理問題、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ焼却残渣等焼却残渣等焼却残渣等焼却残渣等をををを他地区他地区他地区他地区にににに委託処理委託処理委託処理委託処理しているしているしているしている南部南部南部南部のごみのごみのごみのごみ

処理処理処理処理のののの状況状況状況状況はははは喫緊喫緊喫緊喫緊にににに解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき問題問題問題問題であるであるであるである。。。。これをこれをこれをこれを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために立立立立ちちちち上上上上

げたげたげたげた「「「「南廃協南廃協南廃協南廃協」」」」であったがであったがであったがであったが、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年１２１２１２１２月月月月６６６６日糸満市日糸満市日糸満市日糸満市のののの離脱離脱離脱離脱のののの意思表意思表意思表意思表

示示示示をををを受受受受けけけけ、、、、翌年翌年翌年翌年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日のののの組織解散組織解散組織解散組織解散となとなとなとなっっっったたたた。。。。ごみごみごみごみ処理処理処理処理のののの基本理念基本理念基本理念基本理念であであであであ

るるるる焼却焼却焼却焼却からからからから最終処分最終処分最終処分最終処分までまでまでまで「「「「自自自自らのごみはらのごみはらのごみはらのごみは自自自自らのらのらのらの地域地域地域地域でででで処理処理処理処理するするするする」」」」というというというという廃廃廃廃

棄物処理棄物処理棄物処理棄物処理のののの基本原則基本原則基本原則基本原則をををを大大大大きくきくきくきく逸脱逸脱逸脱逸脱しししし、、、、きわめてきわめてきわめてきわめて憂慮憂慮憂慮憂慮されるされるされるされる深刻深刻深刻深刻なななな事態事態事態事態であであであであ

るるるる。。。。一刻一刻一刻一刻のののの猶予猶予猶予猶予もももも許許許許されないごみされないごみされないごみされないごみ問題問題問題問題、、、、特特特特にににに東部清掃施設東部清掃施設東部清掃施設東部清掃施設、、、、島尻清掃施設島尻清掃施設島尻清掃施設島尻清掃施設、、、、
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糸糸糸糸・・・・豊清掃施設組合豊清掃施設組合豊清掃施設組合豊清掃施設組合からからからから出出出出るるるる豊見城市分豊見城市分豊見城市分豊見城市分のののの焼却残渣等焼却残渣等焼却残渣等焼却残渣等をををを処理処理処理処理するごみするごみするごみするごみ処理処理処理処理

施設施設施設施設のののの建設建設建設建設についてについてについてについて、、、、豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市、、、、南城市南城市南城市南城市、、、、八重瀬町八重瀬町八重瀬町八重瀬町、、、、与那与那与那与那原町原町原町原町、、、、西原町西原町西原町西原町のののの

５５５５市町市町市町市町はこのはこのはこのはこの問題問題問題問題にににに早急早急早急早急にににに対処対処対処対処しししし、、、、全身全霊全身全霊全身全霊全身全霊をををを傾傾傾傾けけけけ解決解決解決解決をををを図図図図らなければならなければならなければならなければな

らないらないらないらない。。。。私私私私たちはこれまでのごみたちはこれまでのごみたちはこれまでのごみたちはこれまでのごみ行政行政行政行政のありのありのありのあり方方方方をををを真摯真摯真摯真摯にににに反省反省反省反省しししし、、、、５５５５市町市町市町市町のののの

議会議会議会議会、、、、行政行政行政行政、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民がががが一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって、、、、このこのこのこの危機的状況危機的状況危機的状況危機的状況にあるにあるにあるにある““““ごみごみごみごみ問題問題問題問題””””

をををを打開打開打開打開するためするためするためするため「「「「自自自自らのごみはらのごみはらのごみはらのごみは自自自自らでらでらでらで処理処理処理処理するするするする」」」」ごみごみごみごみ処理処理処理処理のののの原理原則原理原則原理原則原理原則にににに則則則則

りりりり、、、、真真真真のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けけけけ、、、、早期早期早期早期にににに広域的施設広域的施設広域的施設広域的施設のののの建設建設建設建設にににに向向向向けてけてけてけて果敢果敢果敢果敢

にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ。。。。以上宣言以上宣言以上宣言以上宣言するするするする。』。』。』。』平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日サザンクリーンセンタサザンクリーンセンタサザンクリーンセンタサザンクリーンセンタ

ーーーー推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：ただただただただ今神谷副会長今神谷副会長今神谷副会長今神谷副会長からからからから宣言文宣言文宣言文宣言文がががが読読読読みみみみ上上上上げられましたげられましたげられましたげられました。。。。宣言文宣言文宣言文宣言文にににに対対対対しししし

てててて質疑質疑質疑質疑ございございございございますかますかますかますか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：なしなしなしなし    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：質疑質疑質疑質疑なしのなしのなしのなしの声声声声がございますのでがございますのでがございますのでがございますので質疑質疑質疑質疑をををを終結致終結致終結致終結致しますしますしますします。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：これよりこれよりこれよりこれより決議第決議第決議第決議第１１１１号号号号についてについてについてについて採決致採決致採決致採決致しますしますしますします。。。。本件本件本件本件はははは原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり可可可可

決決決決することにごすることにごすることにごすることにご異議異議異議異議ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声がございますがございますがございますがございます。。。。よってよってよってよって決議第決議第決議第決議第１１１１号号号号「「「「５５５５市町循環型処理市町循環型処理市町循環型処理市町循環型処理

施設施設施設施設のののの建設建設建設建設にににに向向向向けたけたけたけた宣言文宣言文宣言文宣言文のののの採択採択採択採択についてについてについてについて」」」」はははは原案原案原案原案のののの通通通通りりりり可決決定可決決定可決決定可決決定されまされまされまされま

したしたしたした。。。。おおおお諮諮諮諮りしますりしますりしますりします。。。。ただただただただ今可決今可決今可決今可決されましたされましたされましたされました決議第決議第決議第決議第１１１１号号号号「「「「５５５５市町循環型処市町循環型処市町循環型処市町循環型処

理施設理施設理施設理施設のののの建設建設建設建設にににに向向向向けたけたけたけた宣言文宣言文宣言文宣言文ついてついてついてついて」」」」をををを５５５５市町市町市町市町のののの議会議会議会議会へへへへ採択採択採択採択のののの要請要請要請要請をしたをしたをしたをした

いといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これにごこれにごこれにごこれにご異議異議異議異議ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。    

    

理理理理    事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：異議異議異議異議なしとなしとなしとなしと認認認認めますめますめますめます。。。。よってよってよってよって構成構成構成構成５５５５市町市町市町市町のののの議会議会議会議会へへへへ宣言文宣言文宣言文宣言文のののの採択採択採択採択につにつにつにつ

いていていていて採択要請採択要請採択要請採択要請することにすることにすることにすることに決定致決定致決定致決定致しましたしましたしましたしました。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：以上以上以上以上でででで本日本日本日本日のののの議事議事議事議事はははは全全全全てててて終了致終了致終了致終了致しましたしましたしましたしました。。。。最後最後最後最後にににに閉会閉会閉会閉会のののの言葉言葉言葉言葉をををを副会副会副会副会

長長長長のののの古謝市長古謝市長古謝市長古謝市長からおからおからおからお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

古謝副会長古謝副会長古謝副会長古謝副会長：：：：理事理事理事理事のののの皆様大変皆様大変皆様大変皆様大変ごごごご苦労様苦労様苦労様苦労様でございましたでございましたでございましたでございました。。。。日程第日程第日程第日程第１０１０１０１０にもにもにもにも上程上程上程上程しししし
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てございますけどもてございますけどもてございますけどもてございますけども、、、、そのそのそのその中中中中でもでもでもでも緊急緊急緊急緊急にににに名称名称名称名称のののの議案議案議案議案をををを追加追加追加追加いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、

皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの慎重慎重慎重慎重なるなるなるなる議論議論議論議論のののの中中中中でそれがでそれがでそれがでそれが採択採択採択採択されましたされましたされましたされました。。。。我我我我々々々々にとってまたにとってまたにとってまたにとってまた新新新新

たなたなたなたなスタートスタートスタートスタートをををを切切切切るるるる歴史的歴史的歴史的歴史的ななななスタートスタートスタートスタートとなったといとなったといとなったといとなったというううう事事事事でででで、、、、これからこれからこれからこれから、、、、宣宣宣宣

言文言文言文言文にもにもにもにも書書書書かれているようにかれているようにかれているようにかれているように、、、、これまでのごみこれまでのごみこれまでのごみこれまでのごみ行政行政行政行政のありのありのありのあり方方方方をををを真摯真摯真摯真摯にににに反省反省反省反省

とそしてとそしてとそしてとそして真真真真のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けというけというけというけという事事事事がががが大変大事大変大事大変大事大変大事なことでございなことでございなことでございなことでござい

ますますますます。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場ありきというありきというありきというありきという事事事事ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、本当本当本当本当にににに未来未来未来未来のののの循循循循

環型社会環型社会環型社会環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして我我我我々々々々がががが取取取取りりりり組組組組めばめばめばめば必必必必ずこのずこのずこのずこの問題問題問題問題はははは解決解決解決解決するものだとするものだとするものだとするものだと思思思思

っておりますっておりますっておりますっております。。。。ごみごみごみごみ問題問題問題問題はははは我我我我がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、またまたまたまた住民住民住民住民にとってもにとってもにとってもにとっても必必必必

ずずずず解決解決解決解決しなければいけないしなければいけないしなければいけないしなければいけない大変緊急大変緊急大変緊急大変緊急なななな課題課題課題課題でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、どうかどうどうかどうどうかどうどうかどう

かかかか理事理事理事理事のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、相連携相連携相連携相連携をしてこのをしてこのをしてこのをしてこの方向性方向性方向性方向性をををを定定定定めたらしっかりめたらしっかりめたらしっかりめたらしっかり皆皆皆皆さんでさんでさんでさんでササササ

ポートポートポートポートするというするというするというするという気概気概気概気概をををを持持持持ってってってって我我我我々々々々はははは臨臨臨臨みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今日今日今日今日はははは全員全員全員全員がががが

出席出席出席出席してのしてのしてのしての協議会立協議会立協議会立協議会立ちちちち上上上上げというげというげというげという事事事事はははは大変意義深大変意義深大変意義深大変意義深いものだといものだといものだといものだと思思思思っておりまっておりまっておりまっておりま

すすすす。。。。頑張頑張頑張頑張りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

    

古堅会長古堅会長古堅会長古堅会長：：：：ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

    

    


