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令和元年第２回香芝・王寺環境施設組合議会臨時会会議録 

１ 招集年月日  令和元年５月２９日 

２ 招集場所  香芝・王寺環境施設組合２階議場 

３ 出席議員  ８名 

   １番 北 村 達 夫 

   ２番 鎌 倉 文 枝 

   ３番 幡 野 美智子 

   ４番 中 川 義 弘 

５番 福 岡 憲 宏 

   ６番 北 川 重 信 

   ７番 中 川 廣 美 

   ８番 芦 高 清 友 

４ 欠席議員  ０名 

５ 地方自治法第２９２条において準用する同法第１２１条の規

定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

   管理者 吉 田 弘 明   

副管理者 平 井 康 之 

   香芝市市民環境部長 南 浦 幸 次 

   香芝市都市創造部長 奥 田 芳 久 

   王寺町住民福祉部長 竹 川 雅 敏 

   事務局長 卜 部 茂 和 

６ 会議録の記録書記は、次のとおりである。 
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事務局次長 平 野   厚 

事務局主幹 吉 田 卓 朗 

事務局主事 長 田 佳 文 

７ 会議の事件は、次のとおりである。 

   選第１号 香芝・王寺環境施設組合議会議長の選挙につい    

        て 

選第２号 香芝・王寺環境施設組合議会副議長の選挙につ 

いて 

選第３号 香芝・王寺環境施設組合新ごみ処理施設建設調 

査特別委員会の委員の選任について 

承第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

改正する条例の専決処分の報告及び承認につい 

て 

同第１号 香芝・王寺環境施設組合監査委員の選任につき

同意を求めることについて 

同第２号 香芝・王寺環境施設組合監査委員の選任につき

同意を求めることについて 

８ 議長は、会議録署名議員に次の者を指名した。 

１番 北 村 達 夫 

８番 芦 高 清 友 

９ 開会  午後１時３０分 
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（臨時議長 鎌倉文枝）こんにちは。 

本日、香芝・王寺環境施設組合議会告示第２号をもって、

第２回臨時会を招集されましたところ、議員各位には、何か

とご多用の中、出席賜り誠にありがとうございます。現在、

香芝・王寺環境施設組合議会議長及び副議長の職は空席とな

っておりますので、地方自治法第１０７条の規定により議長

選挙までの限られた期間でございますが、議長の職を務めさ

せていただきますので議員各位のご協力をよろしくお願いい

たします。 

それでは、最初に管理者より召集の挨拶をお願いいたしま

す。 

（管理者 吉田弘明）議長。 

（臨時議長 鎌倉文枝）はい、管理者。 

（管理者 吉田弘明）改めまして、みなさんこんにちは。 

   先ずは冒頭、昨日川崎市で起こりました子供たちが巻き込

まれる事件がありまして命を亡くされた方そして負傷された

方に哀悼の意と一刻も早いご回復をお祈りしたいとこのよう

に思っている次第でございます。 

   本日は香芝・王寺環境施設組合議会臨時会を開催させてい

ただきますことを、議員各位には大変お忙しい中、ご出席賜

りましてまことにありがとうございます。日頃は当組合の運

営に多大なるご理解と、そしてご支援を賜ってますことを心 
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から感謝申し上げたいと、このように思っております。 

   さて、過日春の統一地方選挙におきまして王寺町でござい

ました町会議員選挙、見事にご当選みなさまおめでとうござ

います。また役員改選におきまして香芝市、王寺町におきま

して王寺町においては中川議長、香芝市においては福岡議長

が選出されました。誠におめでとうございます。これからも

当組合の支援ためによろしくお願い申し上げたいこのように

思います。また、今回新しく組合議員になられました方にお

きましても同様、組合への発展にご協力をお願いしたいと思

います。 

なお、本日の臨時会の議案につきましては、議長、副議長

の選挙及び特別委員会の委員の選任、さらには条例の専決処

分の報告承認及び監査委員の選任同意についての計６議案で

ございます。何とぞ慎重審議いただけますよう、心からお願

い申し上げまして冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞ

本日よろしくお願い申し上げます。 

（臨時議長 鎌倉文枝）有難うございました。 

続きまして、香芝市の福岡議員から発言を求められており

ますのでよろしくお願いします。 

（議員 福岡憲宏）改めまして、みなさんこんにちは。 

ただいまご紹介いただきました香芝市議会議長の福岡で 
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ございます。ただ今、議長のお許しをいただきましたので、

香芝市議会を代表いたしまして、お祝いの言葉を申し上げま

す。 

王寺町の組合のみなさまにおかれましては先の王寺町議会

議員選挙におきまして激戦の中見事にご当選されましたこと

を心からお祝い申し上げます。これもみなさまが普段から町

民のため町政発展のためご尽力いただいていることそれを町

民のみなさまが高く評価したその結果だと私は思っておりま

す。そして王寺町議会におきましては男女の議員の比率が同

じという男女共同参画社会が非常に進んでいる議会だと私は

考えております。その議会での役選のなか、中川議員が議長

に就任されました。そのことを誠に心からお慶び申し上げま

す。おめでとうございます。そして今後におきましても中川

議長をはじめ組合議員のみなさまにおかれましてはこの組合

の発展と王寺町政の発展をお願い申し上げまして、そしてこ

れからのみなさまのご活躍をお祈り申し上げますして私から

のお祝いの挨拶とさせていただきます。本日は本当におめで

とうございます。 

（臨時議長 鎌倉文枝）ありがとうございました。 

続きまして、王寺町の中川義弘議員から発言を求められて

おりますのでよろしくお願い致します。 
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（議員 中川義弘）はい、みんさま改めましてこんにちは。 

  王寺町議会議員の中川でございます。ただ今、議長のお許

しをいただきましたので、王寺町の議員を代表いたしまして、

お礼の言葉を申し上げたいと思います。 

ただ今、管理者の吉田市長さま、また香芝市議会の福岡議

長さまから格別なお祝いの言葉をいただき誠にありがとうご

ざいます。議員一同、心から感謝を表すとともに、大変厳し

い選挙戦でございましたが、皆様の温かいご支援を賜り、当

選させていただきました。本当にありがとうございました。 

今後も一丸となって、より良い町政、また、当組合の発展の

ため、誠心誠意頑張って参る所存でございますのでよろしく

お願い申し上げます。 

また、このたび、香芝市議会の役員改選におかれましては、

福岡議員さまが議長に就任されましたこと、心からお祝い申

し上げたいと思います。誠におめでとうございます。今後と

も、市政及び組合発展の為、ご尽力いただきますとともに、

益々のご活躍を心からお願い申し上げまして、はなはだ簡単

ではございますが、私からのお祝いの言葉とさせていただき

ます。 

（臨時議長 鎌倉文枝）それでは、議事を進行させていただく前

に、今回は役員改選の臨時会でございますので理事者、議員
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各位、事務局職員の紹介をさせていただきたいと思います。

それでは、先に管理者の方から自己紹介をお願いします。 

〔理事者（管理者・副管理者）自己紹介〕 

（臨時議長 鎌倉文枝）次に議員の紹介をしていただく訳ですが、

議員の紹介は、香芝市の方から順次自己紹介をお願いします。 

〔各議員自己紹介〕 

（臨時議長 鎌倉文枝）次に市、町の部長、並びに事務局職員の

紹介をお願いします。 

〔事務局自己紹介〕 

（臨時議長 鎌倉文枝）有難うございました。 

それでは、議事を進行させていただきます。 

ただ今の出席議員は、８名でございますので、地方自治法第

１１３条の規定による定数に達しておりますので、令和元年

第２回臨時会を開会いたします。 

それでは、本日の議事日程についてでございますが、お手

元に配布の議事日程どおりと致したいと思いますがご異議ご

ざいませんか。 

 

（異議なしの声） 
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（臨時議長 鎌倉文枝）ご異議がないようですので、お手元の日

程どおり、本日の議事日程とすることに決します。 

続きまして、日程第１、議席の指定についてを議題といた

します。議席の指定については、ただ今、ご着席いただいて

おります議席を指定したいと思いますがご異議ございません

か。 

 

（異議なしの声） 

 

（臨時議長 鎌倉文枝）異議なしと認めます。 

よって、ただ今、ご着席の議席を指定いたします。 

名札をお立てください。 

続きまして、日程第２、会議録署名議員の指名でございま

すが、議長より指名してご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（臨時議長 鎌倉文枝）異議なしと認めます。 

よって、１番北村議員、８番芦高議員を指名します。 

続きまして、日程第３、会期の決定についてを議題といたし
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ます。 

本臨時会の会期は、本日１日と致したいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（臨時議長 鎌倉文枝）異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日といたします。 

それでは、日程第４、選第１号、香芝・王寺環境施設組合議

会議長の選挙についてを議題といたします。 

事務局議案の朗読を願います。 

（次長 平野厚）はい、議長。 

   選第１号香芝・王寺環境施設組合議会議長の選挙につい    

  て。 

   香芝・王寺環境施設組合規約第７条第１項の規定により、

香芝・王寺環境施設組合議会議長の選挙を行う。 

   令和元年５月２９日提出 

香芝・王寺環境施設組合議会議員。以上です。 

（臨時議長 鎌倉文枝）お諮りいたします。 

選挙の方法は、投票あるいは、指名推選のいずれの方法が
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よろしいですか。 

（議員 中川廣美）はい 

（臨時議長 鎌倉文枝）中川議員。 

（議員 中川廣美）指名推薦でお願いいたします。 

（臨時議長 鎌倉文枝）ただ今、 中川廣美議員から指名推選に

よる方法とご発言がございましたので、地方自治法第１１８

条第２項の規定による指名推選と致したいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（臨時議長 鎌倉文枝）異議なしと認め、選挙の方法は、指名推

選による方法といたしまします。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、中川廣美議員から指名していただ

きたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（臨時議長 鎌倉文枝）異議なしと認めます。 
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それでは、中川廣美議員から指名をお願いします。 

（議員 中川廣美）はい。 

６番 北川重信 議員を指名させていただき 

たいと思います。 

北川重信 議員は、人物並びに識見につきましても優れた

ものを、お持ちでございます。議長として、ふさわしい人物

でございます。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げ

ます。 

（臨時議長 鎌倉文枝）ただ今、６番北川重信議員が議長に指名

されましたので当選人と決定することに、ご異議ございませ

んか。 

（異議なしの声） 

 

（臨時議長 鎌倉文枝）異議なしと認めます。 

ただ今、北川重信議員が議長に当選となりましたので、本

席から会議規則第２９条第２項の規定により当選を告知いた

します。 

議会議長に当選されました、北川議員から議長就任の挨拶

をお願いします。 

（議員 北川重信）はい。 
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議長就任にあたりまして一言お礼を申し上げます。みなさ

まがたからの推挙により議長という大役をお受けさせていた

だきます。私自身、一所懸命精一杯頑張りますのでひとつよ

ろしくお願いいたします。今後みなさまの期待にそえるよう

精一杯頑張りたいと思います。またご協力ご指導をよろしく

お願いいたします。はなはだ簡単ではありますが就任の挨拶

とさせていただきます。本日はありがとうございます。 

（臨時議長 鎌倉文枝）ありがとうございました。 

それでは、新議長と交代します。議事進行にご協力いただ

きました議員の皆様方に心から感謝申し上げます。 

（議長 北川重信）それでは、続きまして、副議長の選挙につい

てでございますが、副議長が空席となっておりますので、組

合規約第７条第１項の規定により選挙願うものでございます。 

それでは、日程第５、選第２号、香芝・王寺環境施設組合

議会副議長の選挙についてを議題といたします。 

事務局議案の朗読を願います。 

（次長 平野厚）はい、議長。 

   選第２号香芝・王寺環境施設組合議会副議長の選挙につい

て。 
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   香芝・王寺環境施設組合規約第７条第１項の規定により、

香芝・王寺環境施設組合議会副議長の選挙を行う。 

   令和元年５月２９日提出 

香芝・王寺環境施設組合、議長北川重信。以上です。 

（議長 北川重信）お諮りいたします。 

選挙の方法は、投票あるいは、指名推選のいずれの方法が

よろしいですか。 

（議員 中川義弘）はい。 

（議長 北川重信）中川義弘議員。 

（議員 中川義弘）指名推薦でお願いいたします。 

（議長 北川重信）ただ今、指名推選による方法という発言でご

ざいましたので、地方自治法第１１８条第２項の規定による

指名推選と致したいと思います、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（議長 北川重信）異議なしと認め、選挙の方法は指名推選によ

る方法といたします。 

指名の方法については、中川義弘議員から指名していただ
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きたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（議長 北川重信）異議なしと認めます。 

それでは、中川義弘議員お願いします。 

（議員 中川義弘）１番、北村達夫 議員を指名させていただき 

たいと思います。 

北村達夫 議員は、人物並びに識見につきましても優れ

たものを、お持ちでございます。副議長として、ふさわし

い人物でございます。議員各位のご賛同をよろしくお願い

申し上げます。 

（議長 北川重信）ただ今、指名推選をお受けになられました、

北村達夫議員を副議長に指名されましたので当選人と決

定することに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

（議長 北川重信）異議なしと認めます。 

ただ今、副議長に指名されました、北村議員が副議長に当

選されましたので、本席から会議規則第２９条第２項の規定
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により当選の告知をいたします。 

副議長に当選されました、北村議員から副議長就任の挨拶

をお願います。 

（議員 北村達夫）はい。王寺町議会の北村でございます。 

   副議長という重責を務めさせていただくことになりました。

誠にありがとうございます。みなさまがたの期待にそえるよ

う微力でございますけれども、北川議長のもとしっかりとみ

なさまのご指導またご鞭撻をいただきまして務めてまいりた

いと思います。よろしくお願いします。ありがとうございま

した。 

（議長 北川重信）続きまして、日程第６選第３号 香芝・王寺

環境施設組合新ごみ処理施設建設調査特別委員会の委員

の選任についてを議題といたします。 

（次長 平野厚）はい、議長。 

選第３号香芝・王寺環境施設組合新ごみ処理施設建設調査

特別委員会の委員の選任について。 

   香芝・王寺環境施設組合特別委員会条例第２条の規定によ

り、香芝・王寺環境施設組合新ごみ処理施設建設調査特別委

員会の委員８名を選任願います。 
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   令和元年５月２９日提出 

   香芝・王寺環境施設組合議会議長北川重信。以上です。 

（議長 北川重信）委員の選任については、香芝・王寺環境施設

組合特別委員会条例第２条の規定に基づき、議長が会議に 

諮って指名することとなっておりますので、委員を 

選任します。事務局、委員の発表を願います。 

（次長 平野厚）はい、議長 

   香芝・王寺環境施設組合新ごみ処理施設建設調査特別委員

会の委員についてです。 

   議席番号１番 北村達夫議員、議席番号２番 鎌倉文枝議員、

議席番号３番 幡野美智子議員、議席番号４番 中川義弘議員、

議席番号５番 福岡憲宏議員、議席番号６番 北川重信議員、

議席番号７番 中川廣美議員、議席番号８番 芦髙清友議員、

以上です。 

（議長 北川重信）ただ今発表させました、８名を香芝・王寺環

境施設組合新ごみ処理施設建設調査特別委員会委員に選任す

ることにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 
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（議長 北川重信）異議なしと認めます。 

よって、ただ今発表させました８名を香芝・王寺環境施設

組合新ごみ処理施設建設調査特別委員会委員に選任すること

に決定しました。 

次に日程第７、承第２号、職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認につ

いてを議題といたします。 

事務局議案の朗読を願います。 

（次長 平野厚）はい、議長。承第２号職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承

認について。 

   地方自治法第１７９条第１項の規定より、職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、つぎの

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

その承認を求める。 

   令和元年５月２９日提出 

   香芝・王寺環境施設組合、管理者 吉田弘明。以上です。 

（議長 北川重信）それでは、理事者より提案説明願います。 
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（局長 卜部茂和）はい、議長。 

承第２号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の専決処分の報告及び承認について 

  提案理由を説明いたします。 

   議案書の５ページから７ページ及び承第２号参考資料２ぺ

ージの新旧対照表をご覧ください。 

   本案は人事院規則が改正、公布されたことに伴い職員に超

過勤務命令ができる上限を国家公務員の例により規則に定め

るため本条例の一部を改正する必要が生じ、地方自治法１７

９条第１項の規定により平成３１年３月２７日に専決処分し

ましたので同条第３項の規定により報告し、その承認を求め

るものでございます。また参考資料として承第２号の参考資

料４ページから８ページに職員の勤務時間、休暇等に関する

規則の改正文及び新旧対照表もつけさせていただいておりま

す。 

   何卒慎重審議のうえ原案承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。以上です。 

（議長 北川重信）ただいまより、質疑に入ります。 

   質疑のある方ご発言願います。 
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（ありませんの声） 

 

（議長 北川重信）質疑がないようですので、質疑を打ち切りま

す。討論を省略し採決することにご異議ございませんか。  

 

（異議なしの声） 

 

（議長 北川重信）異議なしと認めます。 

よって、承第２号については、報告のとおり承認されまし

た。 

   続きまして、日程第８、同第１号、香芝・王寺環境施設組

合監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題と

いたします。 

事務局議案の朗読を願います。 

（次長 平野厚）はい、議長。同第１号香芝・王寺環境施設組合

監査委員の選任につき同意を求めることについて。 

   香芝・王寺環境施設組合規約第９条第２項の規定により、

下記の者を香芝・王寺環境施設組合の監査委員に選任したい
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ので議会の同意を求める。 

   令和元年５月２９日提出。 

   香芝・王寺環境施設組合、管理者 吉田弘明。 

   記、職名、識見を有する者、氏名、近藤洋、住所、香芝市

西真美一丁目２１番地２０。以上です。 

（議長 北川重信）それでは、理事者より提案説明を願います。 

（局長 卜部茂和）はい、議長。 

ただ今、上程になりました同第1号、香芝・王寺環境施設

組合監査委員の選任につき同意を求めることについて、提案

理由をご説明申し上げます。 

本案は、本年６月８日付けで、任期満了予定の香芝・王寺

環境施設組合監査委員高津孝至氏の後任に、人格公正で、識

見豊かな近藤 洋氏を、本組合監査委員に選任いたしたく、香

芝・王寺環境施設組合規約第９条第２項の規定により、議会 

の同意を求めるものでございます。なお、任期につきまして

は２年でございます。何とぞ、原案同意賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。以上です。 

（議長 北川重信）これより質疑に入ります。 

   質疑のある方ご発言願います。 
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（ありませんの声） 

 

（議長 北川重信）質疑がないようでございますので質疑を打ち

切ります。討論を省略し、採決することにご異議ございま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（議長 北川重信）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり同意いたします。 

続きまして、日程第９、同第２号、香芝・王寺環境施設組

合監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題と

いたします。 

事務局議案の朗読を願います。 

（次長 平野厚）はい、議長。同第２号香芝・王寺環境施設組合

監査委員の選任につき同意を求めることについて。 

   香芝・王寺環境施設組合規約第９条第２項の規定により、

議会の議員内から下記の者を香芝・王寺環境施設組合の監査

委員に選任したいので議会の同意を求める。 
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   令和元年５月２９日提出。 

   香芝・王寺環境施設組合、管理者 吉田弘明。 

   記、職名、議員、氏名、幡野美智子、住所、王寺町舟戸二

丁目６番８号。以上です。 

（議長 北川重信）それでは、理事者より提案説明を願います。 

（局長 卜部局長）はい、議長。 

ただ今、上程になりました同第２号、香芝・王寺環境施設

組合監査委員の選任につき同意を求めることについて、提案

理由をご説明申し上げます。 

本案は、香芝・王寺環境施設組合監査委員のうち、議会議

員の中村良路委員が、本年６月８日で任期満了となるため、

その後任に、人格公正で識見豊かな本組合議員の幡野美智子

氏を、本組合監査委員に選任いたしたく、香芝・王寺環境施

設組合規約第９条第２項の規定により、議会の同意を求める

ものでございます。なお、任期につきましては２年でござい

ます。何とぞ、原案同意賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。以上です。 

（議長 北川重信）これより質疑に入ります。 

   質疑のある方ご発言願います。 
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（ありませんの声） 

 

（議長 北川重信）質疑がないようでございますので質疑を打ち

切ります。討論を省略し、採決することにご異議ございま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（議長 北川重信）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり同意いたします。 

続きまして、日程第９ その他の報告について事務局より

報告ねがいます。 

（局長 卜部局長）はい、議長。 

（議長 北川重信）局長。 

（局長 卜部局長）その他報告といたしまして、新ごみ処理施設

の進捗状況についてご報告させていただきます。 

 お手元に配布しております一般廃棄物処理施設（新施設） 

の整備・運営事業についての資料をご覧ください。左側の工

程表になります。 

  契約締結後、昨年１１月からクボタ環境サービスと施設建
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設に向け、主に施設を稼働させながらの、敷地狭小な中、車

両の動線計画等を中心に基本設計の協議を進めてまいりまし

た。並行して、昨年１２月上旬から事業者が敷地の用地測量

及び境界確認作業を開始し、本年２月上旬に建設側（南東）

側の境界立会をおこない、建設予定地、南東側の敷地範囲が

確定しました。確定後、ごみ焼却場建設には都市計画におい

て敷地の位置が決定する必要ありますが、現在の都市計画決

定区域と敷地範囲に一部ズレが生じていることが分かりまし

て、本年３月から組合側は、香芝市・県の建築・都市計画担

当と協議を重ね、都市計画区域の変更を行う方向で作業を進

めさせていただいています。クボタ環境サービスには配置計

画の変更手続を早急に進め、期限内に間に合うよう指示して

おります。当初の予定では、８月夏頃には土木工事等着手の

予定でありましたが、クボタ環境サービスに変更工程表を提

示するよう求めており、現時点では、土木工事開始時期は未

定でありまして、決まり次第、議員の皆様にはご報告させて

いただく予定しております。以上です。 

（議長 北川重信）質疑のある方ご発言願います。 

 

（ありませんの声） 
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（議長 北川重信）以上をもちまして、本日の議事は終了いたし

ます。皆様方のご協力によりまして、議事がスムーズに進行

できましたこと心からお礼申し上げます。有難うございまし

た。それでは、管理者より閉会の挨拶をお願いします。 

（管理者 吉田弘明）はい、議長。 

   閉会に改めましてごあいさつ申し上げたいと思います。本

日議員各位におかれましてはお忙しいなか参集賜りまして誠

にありがとうございました。冒頭、北川議長並びに北村副議

長、ご就任誠におめでどうございます。今後とも組合発展の

ためにご尽力賜りますよう、よろしくお願い申し上げたいと

思います。また、私の方から上程させて頂いた案件につきま

しても慎重審議賜りまして承認そして同意賜りましたことを

重ねて御礼申し上げたいと思います。今後とも議員各位にお

かれまして、当組合発展のために、また新施設建設のために

ご協力賜りますようお願い申し上げまして閉会の挨拶とさせ

ていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

（議長 北川重信）これをもちまして、令和元年香芝・王寺環境

施設組合第２回臨時会を閉会いたします。 
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閉会 午後２時０５分 

 

 

以上、会議の顛末を記載し、その事実に相違ないことを証し  

署名する。 
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香芝・王寺環境施設組合議会 

議    長 

 

    臨時議長 

 

署名議員 

 

署名議員 


