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平成３１年 第２回 

香芝・王寺環境施設組合新ごみ施設建設調査特別委員会会議録 

１ 招集年月日  平成３１年２月２１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 中 川 義 弘 

   ２番 楠 本   勝 

   ３番 幡 野 美智子 

   ４番 鎌 倉 文 枝 

５番 中 川 廣 美 

   ６番 北 川 重 信 

   ７番 細 井 宏 純 

   ８番 中 村 良 路 

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 森 田 眞 弓 

   事務局長 卜 部 茂 和 
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６ 会議録の記録書記は、次のとおりである。 

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。 

   １ 新ごみ処理施設及び都市計画道路の進捗状況について 

   ２ その他 

８ 議長は、会議録署名議員に次の者を指名した。 

４番 鎌 倉 文 枝 

８番 中 村 良 路 

９ 開会  午前１１時０５分 

 

（委員長 北川重信）第２回ごみ処理施設建設調査特別委員会を

条例第８条の規定により招集いたしました。 

   出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから第

２回香芝・王寺環境施設組合新ごみ処理施設調査特別委員会

を開催いたします。 

   それでは、署名委員でございますが、私のほうから指名  

させていただいてご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 
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（委員長 北川重信）異議ないようでございますので、４番鎌倉

委員、８番中村委員、よろしくお願いいたします。 

   本日の案件は、お手元に配付しておるとおり、新ごみ処理

施設及び都市計画道路の進捗状況について、２番その他に 

ついてを案件といた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） 

 

（委員長 北川重信）ご異議ないようでございますので、お手元

の日程のとおり本日の審議日程とすることに決定いたします。 

   それではまず、案件１、新ごみ処理施設及び都市計画道路

の進捗状況について、事務局より説明をお願いいたします。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

私のほうから、まず初めに、新ごみ処理施設の進捗状況に

ついてご説明させていただきます。 

   お手元に配付しております新ごみ処理施設の進捗状況に 

ついての資料をごらんください。 

   まず、一番上のところ、施設概要について、熱回収施設、

燃えるごみ焼却施設、それからリサイクルセンター、粗大  

ごみ破砕施設の概要について書かせていただいております。 

   次に、真ん中のところです。排ガス規制基準について、  
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左端のところが事業者から提案されているばいじん、硫黄 

酸化物等の自主規制値となっておりまして、ばいじん、窒素

酸化物、ダイオキシンについては設定基準より低くなって 

おります。 

   続きまして、下のところです。新施設の工事工程について

なんですが、昨年１０月３０日に組合議会の議決をいただき

まして、事業者であるクボタ環境サービスと契約をしまして、

事業者から提出された提案書の図面を基本としまして、１１

月上旬から実施設計建設に向け、現在のところ基本設計の 

協議を重ねている段階です。各機器の配置であるとか現施設

を稼働させながらの建設となりまして、敷地が狭小な中、  

現施設のごみ搬入車両、それから灰出し車両、工事車両と  

交錯する形になりますので、特に車両の動線計画等を中心に

協議させていただいております。工程表にお示しのとおり、

工事、土木工事に着手するのは今年の夏ごろの予定でござい

ます。 

   以上でございます。 

（部長 奥田芳久）続きまして、都計等の部分も一気に説明しま

す。 

それでは、都市計画道路の進捗状況について引き続き説明

させていただきます。 

   今の進捗状況は次のページに都市計画道路畑分川線１工区
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のスケジュールを載せさせていただいております。 

   現在用地買収という状況でございます。用地買収的には、

最後のページのパーツ図に従ってご説明させて頂きます。 

最後のページをお開きください。 

   これが、右側が王寺町側、美しヶ丘でございます。左の  

一番端に丸く見えておりますのが、現在美濃園への進入路と

なっておりますヘアピンカーブの場所でございます。この 

右側の王寺町側から土工事区間、擁壁の区間を経まして、  

橋梁部分のつけかえを含めまして畑分川線都市計画道路で 

ございます。 

   この間の進捗状況といたしまして、王寺町側から擁壁の 

箇所、２０％の用地買収が完了しております。今現在までは、

最初のスケジュール表の米印にありますように、道路設計、

用地測量、基礎調査、橋梁の詳細設計という流れで管理を  

しております。現状といたしまして、そういう状況でござい

ます。 

   以上です。 

（委員長 北川重信）ただいまの説明に対しましての質疑をお受

けいたします。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中村委員。 

（委員 中村良路）はい。まず、施設のことでございますが、   
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施設の建設に入るに当たりまして、やはり地元に対して説明

をしていかなければならないと思いますが、そういった改め

て地元に対しての工事が始まるときの説明とか、今後どの 

ような工程にするというのはされますかどうか。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）特別委員会の案件にも入ってますように、

地元の交通安全対策であるとか環境対策をうたっております

ので、新年度、今の工事の着手の進捗状況によりますけれど

も、事前に地元のほうに説明に行く予定はしております。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中村委員。 

（委員 中村良路）おおよそどの程度のサイクルや期間にされる

のか、どのような説明っていうのは考えておられるのか。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）ちょっとまだ具体的に、どういう説明の

中身とかは決めておりませんけども、工事を行うクボタ環境

サービス共同企業体のほうと事前に打ち合わせしながら、 

できるだけ早い時点で地元のほうには説明に行かせていただ

きたいと考えております。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 
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（委員長 北川重信）はい、中村委員。 

（委員 中村良路）最終的には余りはっきりわかってないという

ので聞くのもなんですが、ちょっと事前にお聞きしたいんで。

対象範囲、区域、どのような対象区域を想定されておるのか。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）香芝の地元、特に自治会、４自治会、   

平野、下寺、今泉、白鳳台ですか、それから美しヶ丘なんか

も影響が出てくると思いますので、そちらのほうを予定した

いと考えております。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中村委員。 

（委員 中村良路）はい。わかりました。イメージはまだわから

ないという、大体そういったことで、丁寧に説明をしていた

だけたらと思います。 

   それとあと、その説明の中で、各自治会からご要望がある

と思いますが、そういった要望に対しては、できる、できひ

んも含めまして、ある分は聞きとめる必要もあると思います

んで、そういったときには香芝、王寺に対してどのような  

協議をされるんでしょうか。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 
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（事務局長 卜部茂和）地元４自治会に対しましては、この施設

建設につきましては一応同意をいただいておりまして、ある

程度うちの設計が具体的なものが出てきましてから地元４ 

自治会に一度集まっていただいて、新施設の運営３０年に 

つきまして条件とか事前に地元自治会に提示しまして新たな

協定書を結んでいく予定でございます。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中村委員。 

（委員 中村良路）はい、わかりました。そういったことで、   

地元に対しても手厚くということなんやけど、ご理解してい

ただける範囲で頑張ってご説明をしていただけたらと思いま

す。 

   それとあと、さっきの都計道路を含めてですが畑分川線、

これもやっぱり当然工事にかかられるというので地元に対 

する説明が要ると思いますが、それはどう考えておられるの

ですか。 

（部長 奥田芳久）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、奥田部長。 

（部長 奥田芳久）都市計画道路につきましても、美濃園とそれ

から新施設建設の進捗の説明は一応させていただいており 

ます。地元というのは、地元様、地元自治会からは、畑分川

線１工区の供用を望まれております。香芝市も最大限ここに
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集中して工事をしてるつもりですけれども、計画よりは遅れ

ております。その辺は自治会にもきちんと説明はさせていた

だいておるという状況でございます。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中村委員。 

（委員 中村良路）はい、わかりました。そのようにお願いした

いと思いますが、どっちか言えば道路のほうが早いんかな、

新施設の方、そうでもないんですか。施設と道路と、計画  

道路、どっちがどのような関係なんですか。 

（部長 奥田芳久）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、奥田部長。 

（部長 奥田芳久）今新施設のほうがもう既に建設の契約がなさ

れておりますので、今現在設計中ということでございます 

けれども、工事契約に基づいて建設が今されておるという 

ことでございます。また、都市計画道路のほうは、まだ先程

申しましたように用地買収という状況でございますので、 

工事も予算に合わせて分割発注をせざるを得ないという状況

ですので、最後まではまだ見えていないという状況です。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中村委員。 

（委員 中村良路）はい、済いません。いずれにせよそういった

説明やけれども、ばらばらに説明されるんかなあと、道路は
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道路、施設は施設っていうのを僕は考えておったんで、ちょ

っとそういうふうにお聞かせいただいたんですが、説明に 

関しては一緒にされるんですか、当然。同じ時期に同じよう

なときにされるということで理解していいですか。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）そうです。それで結構です、はい。 

（委員 中村良路）はい、わかりました。結構です。 

（委員長 北川重信）今、中村委員のことで、今後地元の要望の

ことをせめて特別委員会があるので、こういうふうな進捗 

状況などを知らせてもらったら、各委員地元にお願いしに 

行く必要があれば行ってもらうように協力してもらい、進捗

状況を教えてもらったら、その点はまたよろしくお願いしま

す。 

（事務局長 卜部茂和）はい。 

（委員長 北川重信）ほかに質問ありませんか。 

（委員 中川廣美）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中川委員。 

（委員 中川廣美）説明のこの道路の工事なんですけども、この

道路工事というのは市道改良工事なのか、これをどうするわ

け。 

（部長 奥田芳久）はい、委員長。 
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（委員長 北川重信）はい、奥田部長。 

（部長 奥田芳久）スケジュール表の上側枠の２つ目と３つ目の

土工部と市道改良というところの説明をさせていただきます。 

   この土工部と申しますのは、先ほどの最終ページのパーツ

図、工区全体の右半分の擁壁部分を土工部とあらわしており

ます。市道改良と申しますのは、この図面左っ側の橋梁部分

が現在の道路の市道に接するわけですけれども、この今の 

ヘアピンカーブも少し形状を変える必要がございます。この

部分を市道改良というふうにあらわしております。 

   以上です。 

（委員 中川廣美）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中川委員。 

（委員 中川廣美）それと、本来は本体工事がメインだと思うん

ですよ。その本体工事で、土木部工事が普通だったら行われ

る。これ、都計道路も同じように、工事が４月ぐらいから  

始まるということなんですけれども、かなり分厚い図面が 

ついてるんですけど、本体工事の図面は何もないということ

はどういうこと。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）図面とかですよね、うちの施設の。 

（委員 中川廣美）図面だけでもね。何でないん。 
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道路よりもこっち本体のほうが大事じゃない。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）今回の入札の方法としましては、技術  

提案型という形、金額だけで入札したわけじゃなくて、業者

のほうからこういう建物を建てますということで技術提案型

の入札を行いましたので、今一応クボタのほうで提案書の 

図面というのはできているんですが、その図面をもとに今 

実施設計に向けて、本来建てる形に向けて今クボタ環境サー

ビスさんとうちのほうで協議してる段階で、実際建てる図面

というのはもうちょっと後に出てくるような形です。 

（委員 中川廣美）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中川委員。 

（委員 中川廣美）やはり一番メインは、これは焼却炉です。 

そのメインのほうがそんな簡単な図面も書かんといて、 

道路のほうは進んでおるのは、これはちょっと納得できない

けどね、この委員会に。何で簡単な図面もできないんですか

ね。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）今の時点では、やはり入札のときに出さ

れた提案書の図面しかちょっとご提示できないんですよ。 
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それをもとに実施設計に向けて機器の配置であるとか、  

先ほどもお話ししたように、やはり旧施設稼働させながらの 

建設になりますので、動線計画を敷地狭小の中慎重に行われ

ないとだめな為、その辺を今クボタ環境サービスさんと協議

させていただいている段階で、実際の設計図面については 

もう少し後になるかなと考えてます。 

（委員長 北川重信）どれぐらいです。 

（事務局長 卜部茂和）夏ぐらいになると思います。 

（委員 中川廣美）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中川委員。 

（委員 中川廣美）今の話聞いてたら、何もわからんとただ金額

だけで決めてますねんみたいな感じですよね。やっぱり入札

する以上は簡単な図面でもこんな形になるというぐらいのも

んは知ってたはずですやろ。何も知らんと任せてますねんで

は、これは。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）先ほどもお話ししたように、実際の建設

に向けての図面はちょっともうしばらく時間がかかるという

形でございます。 

クボタが提案した図面はございますので、後日用意させて

いただいて委員の皆さんにお渡しさせていただきます。 
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それ、イコール、実際の建設図面ではございません。 

（委員長 北川重信）大至急、よろしく。 

（委員 細井宏純）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、細井委員。 

（委員 細井宏純）だから、今最新で図面、経過というか、協議

中の図面ではあるけれども、いろいろ変更になる可能性も 

あるけども、現時点でそういうもんができたんやったら、  

議会のほうへ仮というか、経過の図面ですよということで、

それを提示はできへんの。 

（委員長 北川重信）だから、それを提示してもらいます。 

（委員 細井宏純）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、細井委員。 

（委員 細井宏純）だから、今これから提示するという話やけど、

この会議のときに提示できなかったんかと言うてる。まだ 

参考ですよ、協議中ですよ、変更になる可能性もあるよと  

言うて出されへんかったんかという。何か支障があったわけ。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）いや、支障はないんですけど、今の段階

でしたら、やはりちょっと当初のクボタの提案された図面 

しかお出しできないような状況でございます。 

（委員 細井宏純）はい、委員長。 
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（委員長 北川重信）はい、細井委員。 

（委員 細井宏純）出したらいいじゃん。それで委員会に出した

らどうだったの。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）はい。そうしましたら、進捗状況に応じ

まして随時図面については出させて頂きます。 

（委員長 北川重信）今日は無理やな。 

（事務局長 卜部茂和）今日はちょっと、はい。 

（委員長 北川重信）ちょっと済いません。とりあえず大至急出

してもらって、各委員さんへ持っていかさせて頂きます。 

今この図面はまだ１００％正式じゃないけどということで

ご了承だけお願いします。 

では、必ず出してください、大至急。 

（事務局長 卜部茂和）はい、わかりました。 

（委員長 北川重信）はい。次、ほかに。 

（委員 鎌倉文枝）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、鎌倉委員。 

（委員 鎌倉文枝）同じような話なんですけど、概要が知りたい

ということですよね。 

出してくださるということで。ここに去年の１０月から 

４月までに基本設計というのが予定されてまして、ここで 
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基本設計が決定されて実施設計のほうに行くというふうに 

思うんですが、この基本設計がきっちり今できてるのかどう

か、これは４月ってなってるから、そこの時点でせめてそれ

を議会のほうにも提示していただきたいというふうに今思っ

ております。それが、今提示してくださるのがどの分がちょ

っとわからないんですけど……。 

（委員長 北川重信）ちょっと待って。基本設計の件を今言うて

はんねんけど、この一応順調に進んでるわけやね。 

（事務局長 卜部茂和）今のところそうですね、はい。 

（委員 鎌倉文枝）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、鎌倉委員。 

（委員 鎌倉文枝）終わった時点で、基本設計できた時点で提示

はしていただきますようお願いします。 

（委員長 北川重信）いけますか。 

（委員 鎌倉文枝）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、鎌倉委員。 

（委員 鎌倉文枝）それと、もう一点道路のほうなんですが、  

先ほど土地の買収が王寺町側のほうが２０％用地買収でき 

ましたというご報告やったと思うんですが、ここにスケジュ

ール表を見ますと、去年の４月、５月ごろから始まって３１

年の今年の７月ぐらいに用地買収が終わるように提示されて

ますけど、これは本当にその時点で用地買収って、予定か  
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わからないけど、この予定のように買収できる公算というか、

そういうものはどうなのかというのを、それが済まないと 

後は全部狂ってくると思うので。それと、あと……。 

（委員長 北川重信）ちょっと待って。用地買収の件と、１つ  

ずつ行きましょう。 

（部長 奥田芳久）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、奥田部長。 

（部長 奥田芳久）用地買収は、残りの分をこのスケジュール  

どおり、書いてる全て予算要求、国庫補助事業でございま

すので、国のほうにも要求はしております。ただ、今国庫

のほうの交付金の状況、配分状況が要求どおりにつかない

というふうなこともございますので、その辺はまだどこ 

まで最終的に変えるかというのは、今の段階では余り拡大

は難しいかなと。ただ、用地買収が全てかなわなくとも、  

この工事については着手できるというふうには考えて 

ございます。王寺町側から、用地買収は香芝市の部分です

けど、王寺町側からたとえ半分でも用地買収が５０％まで

到達すれば土工事区間の工事は着手していこうかなと 

いうふうには考えてございます。 

    以上です。 

（委員 鎌倉文枝）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、鎌倉委員。 
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（委員 鎌倉文枝）今お金の交付金の問題があって、買収が困難

の部分があるかもということなんですが、地権者との残って

るのはお金の問題だけであって、地権者との話はもう終わっ

てるんでしょうか。 

（部長 奥田芳久）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、奥田部長。 

（部長 奥田芳久）用地買収でございますので、また地権者様と

は最終的に契約が合意したわけではございません。それは、

地権者様に最終合意いただくというあくまで前提でございま

す。ただ、今まで測量とか立ち会いにももちろん来ていただ

いてますし、事業説明もさせていただいております。その  

感触の中では、特に反対と、絶対に売らないといった声は  

現在のところ聞いてございません。 

（委員 鎌倉文枝）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、鎌倉委員。 

（委員 鎌倉文枝）もう一点。 

王寺町との接続部分についての決定というか、お話し合い

というか、それはもうできているんでしょうか。 

（部長 奥田芳久）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、奥田部長。 

（部長 奥田芳久）もちろん王寺町様とは王寺町の担当者様とは

連絡をとり合います。測量も行政界でございましたので、  
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測量の段階からもちろん協議はしておりますし、工事につい

ても協議しております。ただ、美しヶ丘、地元の対応につき

ましては、王寺町様側から接触していただいておりますけど

も、それの情報提供というか、その進め方についても逐一  

協議はしております。 

（委員 鎌倉文枝）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、鎌倉委員。 

（委員 鎌倉文枝）先ほどから住民説明の話が出てますけど、  

この接続部分についてもしっかりと地元の説明を、これは 

王寺町についても言えることなんですが、この道路をつくる

という香芝市さんのほうですから、計画は、だから一緒に  

きっちり説明をしていっていただきたいということを要望し

ておきます。 

   以上です。 

（委員長 北川重信）はい。どちらにしても地元、ここで皆、   

地元の委員さんは市民、町民の代表なんで、地元の意見を  

しっかり聞いて、うまく運べるように、担当の方、よろしく

お願いします。それはもう要望で。 

（委員 鎌倉文枝）はい。 

（委員長 北川重信）はい。ほかに。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中村委員。 
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（委員 中村良路）基本的なことを１つ聞きたいんですけども、

私たち委員の、委員ならこういう資料もいただけますが、  

あと会場の委員外の方、議員の方、そういった方にあるもん

は資料を提出できる範囲では出してもらえるのかどうかって

いうんですが、どうでしょう。参考資料も含めて。 

（委員長 北川重信）要するにこれ、我々以外の議員さんに対し

てもということやね。 

（委員 中村良路）そうです。 

（委員長 北川重信）はい。それはどうですか。両方出すのか。

違うのか。 

（委員 中村良路）今までも何点かは進捗とか含めて出していた

だいてましたけども、今後進むにつれて、やっぱりこういう

会議も含めてします。そういったときに、誰かが説明すれば

いいんですが……。 

（委員長 北川重信）中村委員は、それを必要としてるんですか、

それとも……。 

（委員 中村良路）いやいや……。 

（委員長 北川重信）聞いてるわけ。 

（委員 中村良路）いやいや、私たちはいただける……。 

（委員長 北川重信）聞いてるだけ。 

（委員 中村良路）私たちはいただけるからいいんですが、説明

も聞かせていただいていいんですが、ただ、資料的な部分  
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だけでも出せるか出せないのかというところです。それだけ

です。はっきり決まったもんではないと言われると思うんで

すが。 

（委員長 北川重信）考え方。考えてるかどうか。 

（委員 中村良路）ちょっとだけ。必ずしもということじゃない

が。 

（事務局長 卜部茂和）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、卜部局長。 

（事務局長 卜部茂和）大きなごみの施設の計画ですので、随時、

香芝市、王寺側の組合議員以外の方についても、適時、随時、

書類関係、資料関係は提示させていただきたいと思います。 

（委員長 北川重信）資料を。 

（事務局長 卜部茂和）はい。 

（委員 中村良路）はい。そのようにまたお願いします。済いま

せん。 

（委員長 北川重信）はい、わかりました。 

    ほかに。ないですか。 

 

（ありませんの声） 

 

（委員長 北川重信）この件は一応終了とします。 

   この件以外に特別委員会に関して何か質問あれば。ないで
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すか。 

（委員 楠本勝）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、楠本委員。 

（委員 楠本勝）先ほど資料、資料と言うておられますが、一般

の方がそれを見られたら、もうそれが決定だと、こういう  

解釈をされる方があると思いまんす。いつごろ出すというの

も、これも今日出したらいいのか、いやいや、次出したら  

いいのかって、なりますので。先ほど中村委員さんが言われ

たように、委員の我々はここへ寄せていただいてますけれど

も、それ以外の議員さんに配付すると、配付したら、また  

それをコピーなんかできますので、このようになったんだと

市議会の人が言われ、やはりそれを徹底しとかないと、何で

もかんでもというわけにはいかないと思います。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中村委員。 

（委員 中村良路）その辺はもうお任で。 

出せる範囲の部分は出していただけますかという僕は  

お願いしているだけで、出せない分は出せんという形で……。 

（委員長 北川重信）だから、先ほどの設計にしても、１００％

はまだ決まってないから今まで出さなかったというのが説明

で、いや、それでもいいねんと、ひょっとして変わっても  

いいから出してくれというのであれば、出してもらいますけ
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ど、今後……。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中村委員。 

（委員 中村良路）いや、議論する上において、委員と委員外と

は違うと思う。委員と委員外、それだけちゃんと把握してい

ただかないと、あくまで我々委員やから、当然出してくるべ

きものは出してもらわないと。 

（委員長）もらわないと。 

（委員 細井宏純）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、細井委員。 

（委員 細井宏純）その辺は、理事者と議長とでも話しをして、

これはこの場だけですぐに見てもらって回収する資料もある

し。今言ってる、ほかの参加してない議員にも見てもらって

もいいものもあるし、場合によったら一般市民の目につく 

ようなものであってもいいというのか、そこら辺はもう議長

と理事者で話しをして。 

（委員長 北川重信）はい、わかりました。 

とりあえず、９５％以上の決まってるものはできるだけ他

の皆さんにも出してもいいけど、今７０、８０％、の分は  

委員だけに見てもらうということで了解してもらったらどう

ですかね。そういうことで、また委員の方、それでご理解の

ほどよろしくお願いします。 
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   それと何回も言うように、地元のことも、やっぱり特に  

組合議長なり我々だけでも進捗状況を、また、今この予定表

をもらってますけど、予定表と変わることであれば、まず  

先にこの委員会に言ってもらわないと、あくまで予定表なの

で。それで、なぜ変わるかということぐらいは、ちょっと  

説明もしてもらいたいなと思っております。 

   ほかに。 

（委員 中村良路）はい、委員長。 

（委員長 北川重信）はい、中村委員。 

（委員 中村良路）それと、特別委員会の開会ですが、やはり  

おおむね年間どの程度で、どの時期にするというふうなこと

も必要じゃあないのかなとか思いますが、今は全然まだ何も

手つかずの前でわからないと思いますが、今後やはりそう 

いう進捗を。 

（委員長 北川重信）それと、ちょっと私ごとじゃないんですが、

これは王寺町の方も４月に選挙があるので、選挙がちょっと

落ちついて、新しい議員が決まってからもう一度特別委員会

を開きまた一緒に、特別委員会で協力してもらうように、  

それでご了承をお願いします。 

（委員 中村良路）はい。無理やりとかじゃなくて要望で……。 

（委員長 北川重信）はい、わかりました。 

（委員 中村良路）年間通して計画というのはやっぱりどんな 
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ことに対しても必要やと思うし、その辺だけはちょっと考え

ていただければという思いだけのことです。 

（委員長 北川重信）はい、わかりました。はい。十分また理事

者と、管理者と相談して、この特別委員会が有効になるよう

頑張っていきたいと思います。 

   もうほかにないようでございますので、先ほど皆さんの 

おっしゃるように、今後委員会の開催につきましてはまた 

調整をし、行い、また招集させていただきたいと思いますが、

委員長、副委員長に一任ということでよろしくお願いいたし

ます。それでご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（委員長 北川重信）はい、ありがとうございます。 

   これをもちまして本委員会を閉じたいと思いますが、お疲

れさまでございました。 

   それでは、散会します。ありがとうございます。 

 

 

閉会 午前１１時４０分 
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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。 

 

 

  平成３１年２月２１日 
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