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平成３０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  平成３０年４月２６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 鎌 倉 文 枝 

   ２番 中 川 義 弘 

   ３番 幡 野 美智子 

   ４番 楠 本   勝 

５番 細 井 宏 純 

   ６番 北 川 重 信 

   ７番 中 川 廣 美 

   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。 

   議第５号 平成３０年度香芝・王寺環境施設組合一般会計

補正予算（第１号）について 

   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・王寺環境施設組合新ごみ施設建設調査特

別委員会の委員の選任について 

   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 

８ 議長は、会議録署名議員に次の者を指名した。 

４番 楠 本   勝 

８番 北 川 重 信 

９ 開会  午前１０時００分 

（議長 鎌倉文枝）皆様おはようございます。 

   本日、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忙の中出席賜り、まこと

にありがとうございます。 
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   本日案件となっております議案につきまして、慎重にご審

議をいただきまして、本会議がスムーズに運営できますよう、   

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

   それでは最初に、管理者、開会の挨拶をお願いいたします。 

（管理者 吉田弘明）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、吉田市長。 

（管理者 吉田弘明）改めまして、皆さんおはようございます。 

   すっかり初夏に向かって季節が変わってきたと、こういう

気がいたします。 

   本日はそんな中、第２回の香芝・王寺環境施設組合の開催

を賜りまして、まことにありがとうございます。大変お忙し

い中お集まりいただき、また日ごろから格別のご尽力とご協

力を賜ってますことを重ねて御礼を申し上げたいと思います。 

   そしてまずもって、過日のそれぞれの議会において、香芝

市におきましては中川議員が議長、そして王寺町議会におい

ては鎌倉議員が議長としてご選任されました。まことにおめ

でとうございます。そしてまた、新たにこの組合において議

員になられた方々、まことにおめでとうございます。今後と

もご協力を賜りますようにお願い申し上げたいと思います。 

   さて、本日ではございますけれども、臨時議会、３０年度

一般会計補正予算でございまして、とりわけ先日のごみ処理
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施設においては残念ながら２月に入札業者の辞退ということ

がございまして、今回再入札に向けて作業を進めているわけ

でございます。平成３０年度の一般会計補正予算と債務負担

行為の設定について議決をいただいて、５月に入札に向けた

形に進めてまいりたいと、このように思っております。何と

ぞ慎重審議いただきまして、原案可決賜りますようお願い申

し上げ、冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

（議長 鎌倉文枝）ありがとうございます。 

   続きまして、両市町議会においてそれぞれ役員改選があり

ましたので、香芝市議会議長に就任されました中川議長より

発言を求められておりますので、よろしくお願いいたします。 

（議員 中川廣美）このたび議長に発言をお許しいただいたとこ

ろでございます。今度香芝市議会の議長に就任いたしました

中川と申します。 

   ただいま管理者の吉田市長さんから香芝市議会議長就任に

当たっての格別なお祝いの言葉を賜り、まことにありがとう

ございます。今後も一丸となり、よりよい市政、また組合発

展のために誠心誠意頑張ってまいる所存でございます。そし

て、今度は王寺町議会の役員改選が終わりまして、鎌倉議長

さんが王寺町議会の議長に就任されましたこと、お喜び申し
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上げます。本当におめでとうございます。 

（議長 鎌倉文枝）ありがとうございます。 

（議員 中川廣美）今後とも町勢発展のために、また組合発展の

ためにより一層ご協力とご支援をお願い申し上げまして、今

後ともご発展を心から祈念申し上げまして、簡単ではござい

ますが私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。 

（議長 鎌倉文枝）どうぞよろしくお願いいたします。 

   続きまして、王寺町議会議長に就任いたしました鎌倉より

勝手に挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

   一昨昨日、臨時議会で議長に就任いたしました王寺町の鎌

倉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

   ただいま吉田市長様、それから中川議長様から身に余るお

祝いの言葉をいただきましてありがとうございます。それか

ら、中川議長様、本当におめでとうございます。これからも

どうぞよろしくお願いいたします。 

   今後も王寺町議会議員一丸となって、よりよい町政、また

当組合の発展のため誠心誠意努力をしていきたいと、頑張っ

ていきたいと思っています。どうぞ、これからもよろしくお

願いいたします。 
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   簡単ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。

ありがとうございました。 

   それでは、議事を進行させていただく前に、今回両市町議

会の役員改選後の臨時会でございますので、理事者、議員各

位、市町の部長、並びに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、理事者のほうから自己紹介をお願いいたし

ます。 

（管理者 吉田弘明）引き続き管理者として頑張っていきます。

吉田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（副管理者 平井康之）副管理者の王寺の平井でございます。引

き続き、よろしくお願いいたします。 

（議長 鎌倉文枝）次に、議員の紹介をしていただくわけですが、

議員の紹介は香芝市のほうから順次自己紹介をお願いいたし

ます。 

香芝市の方から、仮番号の順番でお願いします。 

（議員 細井宏純）香芝市議会の細井でございます。当組合議会、

１年、２年あいておりまして、顔なじみの先生方とまたお仕

事をできることを喜んでおります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

（議員 北川重信）引き続き香芝市から来させてもらいます北川
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です。また、何事もよろしくお願いいたします。 

（議員 中川廣美）議席番号７番目の中川廣美でございます。 

   これからも引き続き、組合議会発展のために頑張っていき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

（議員 中村良路）中村良路でございます。 

   昨年に続き、引き続き組合議会に選任をさせていただきま

した。また、私も一生懸命組合のためにしていきたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

（議長 鎌倉文枝）続きまして、王寺のほうお願いします。 

（議員 楠本勝）王寺町議会の楠本勝でございます。どうかよろ

しくお願い申し上げます。 

（議員 幡野美智子）王寺町議会の幡野美智子でございます。 

   引き続き再任させていただくことになりました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

（議員 中川義弘）２番、中川でございます。 

   まだこれからも今後一層これからいろんな事業がたくさん

出てくると思いますので、また皆様と一緒にやっていきたい

なと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（議長 鎌倉文枝）鎌倉でございます。 

   今年も続けて議員をさせていただきますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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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。 

   局長お願いいたします。 

（事務局長 卜部茂和）そしたら、私のほうから香芝市、王寺町、

それから組合事務局の職員の紹介をさせていただきます。 

   初めに、香芝市のほうですが、南浦市民環境部長でござい

ます。 

（部長 南浦幸次）香芝市市民環境部部長南浦と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

（事務局長 卜部茂和）続きまして、奥田都市創造部長でござい

ます。 

（部長 奥田芳久）香芝市都市創造部部長の奥田でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

（局長 卜部茂和）続きまして、王寺町ですが、森田住民福祉部

長でございます。 

（部長 森田眞弓）初めまして。王寺町住民福祉部の森田と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（局長 卜部茂和）続きまして、組合事務局職員を紹介させてい

ただきます。私の右隣におりますが平野次長でございます。 

（次長 平野厚）平野です。よろしくお願いします。 

（局長 卜部茂和）左隣におりますのは、吉田主幹でございます。 

（主幹 吉田卓朗）吉田と申します。よろしくお願いいたします。 
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（局長 卜部茂和）私の後ろにおりますのは長田主事でございま

す。 

（主事 長田佳文）長田です。よろしくお願いします。 

（局長 卜部茂和）最後に私、事務局長の卜部でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

（議長 鎌倉文枝） ありがとうございました。 

   それでは、議事を進行させていただきます。 

   ただいまの出席議員は８名でございます。地方自治法１１

３条の規定による定足数に達しています。よって、平成３０

年第２回臨時会は成立いたしました。 

   まず、本日の議事日程につきましては、お手元に配付して

おります議事日程のとおりと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） 

 

（議長 鎌倉文枝）異議がないようでございますので、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。 

   なお、本日追加議案が提出される予定ですので、あらかじ

めご報告申し上げます。 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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   会議録署名議員は、会議規則第８９条の規定により、議長

において４番楠本議員、６番北川議員を指名いたします。 

   日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   お諮りします。 

   本臨時会の会期は、本日１日と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） 

 

（議長 鎌倉文枝）異議がないようでございますので、本臨時会

の会期は本日１日といたします。 

   日程第３、議第５号平成３０年度香芝・王寺環境施設組合

一般会計補正予算（第１号）についてを議題とします。 

   事務局、議案の朗読をお願いします。 

（次長 平野厚）はい、議長。 

議第５号平成３０年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補

正予算（第１号）について。 

   平成３０年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算（第

１号）について、別冊のとおり議決を求める。 

   平成３０年４月２６日提出。香芝・王寺環境施設組合管理

者吉田弘明。 
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   以上でございます。 

（議長 鎌倉文枝）事務局長、提案説明をお願いします。 

（局長 卜部茂和）はい、議長。 

ただいま提案となりました議第５号平成３０年度香芝・王

寺環境施設組合一般会計補正予算（第１号）について、提案

理由を申し上げます。 

   別冊の組合一般会計補正予算書をごらんください。 

   本案は、新ごみ処理施設運営事業に係る事業者選定の再入

札公告を５月上旬に実施するに当たり、債務負担行為設定の

議決をお願いするものでございます。 

   今回の補正では債務負担行為のみ実施し、歳入歳出補正は

ありません。 

   事項、一般廃棄物処理施設整備・運営事業、期間は平成３

１年度から平成５４年度まで、限度額は２１７億円に廃棄物

処理料及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費

税を加算した額の範囲内としております。 

   何とぞ慎重審議の上、原案可決賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

   以上です。 

（議長 鎌倉文枝）ご苦労さまでした。 

   これより質疑に入ります。 
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   質疑のある方はご発言をお願いします。 

（議員 細井宏純）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、細井議員。 

（議員 細井宏純）前にこれ１２月の、当時の入札に応札がなか

ったことに起因して債務負担行為ということでいいんですね。 

（局長 卜部茂和）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、事務局長。 

（局長 卜部茂和）昨年の８月の末に臨時議会で債務負担行為を

一旦設定させていただきましたが、入札に至りませんでした

ので、去年決定をさせていただいた債務負担行為については

消滅しておりますので、新たに設定する形でございます。 

   以上でございます。 

（議員 細井宏純）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、細井議員。 

（議員 細井宏純）２月に応札がなかったいうことで、この議会

にも質疑されたかわかりませんけど、応札がなかった理由と

いうか原因というのかを分析した上でこの債務負担行為、限

度額に設定されているかどうかの確認をしたいです。 

（局長 卜部茂和）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）事務局長。 

（局長 卜部茂和）今年の２月に入札不調により、再度当組合の
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同規模の施設の予定価格等の比較要因を精査した結果、法面

積出しによる工事、それから稼働させながら工事を行うため

の敷地狭小による用地の特性等を考慮して、金額の増加分の

見直しを行いました。 

   以上でございます。 

（議長 鎌倉文枝）ほかに質疑ございませんか。 

（議員 中村良路）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）中村議員。 

（議員 中村良路）今細井議員のほうから説明がございましたが、

これは当然前回不調に終わったという要因の中身なんですが、

今回これで行けるという何か確証というところに何かござい

ますか。この金額に。 

（議長 鎌倉文枝）この金額で行けるかどうかということですね。 

（局長 卜部茂和）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、事務局長。 

（局長 卜部茂和）重なる答弁となりますが、うちと同じ同規模

の施設のときのデータ、入札価格等を参考にしながら、うち

の施設とどう違うかいうのを十分精査しながら、先ほども申

しましたように、土地の形状でありますとか、敷地狭小、そ

れからそこら辺で十分金額の、増額となりますが、そこら辺

を十分に精査しながらやっておりますので、必ず入札がある
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んではないかと考えております。 

   以上でございます。 

（議長 鎌倉文枝）ほかにあります。 

（議員 中村良路）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、中村議員。 

（議員 中村良路）今のあるということでございますが、ただ、

今の経済状況やら、やはりオリンピックだ、震災だといろい

ろ加味、また近所に対してのいろんな問題も含んであったと

思いますが、本当にこの前回よりも２７億ほど上乗せされて

おりますが、それがほんまに行けるかどうかというのは我々

にとっても一番考えていかなあかんし、これが不調に終わっ

たときっていうのは、やはりもうあとどうもできないという

状況になるのも含めてあるように思いますが、その辺の改め

ての確認です。その辺だけを再度管理者のほうから答えてい

ただければ。 

（議長 鎌倉文枝）管理者から。 

（管理者 吉田弘明）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、管理者。 

（管理者 吉田弘明）２月については入札ができなかったという

よりも参加する方自体が辞退をしたということですので、入

札には至らなかったということです。 
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   そして、もう一度応札するいうこの要因等を細かくヒアリ

ングをされたようなことがございまして、それを踏まえた上

で再度積算をする、そしてそれから一部境界のところで不透

明なところがあったようでございますので、そこをもう一度

入札される側の質問にしっかり答えて、明確にされたという

ようなことも聞いてございますので、こういったことも踏ま

えて再度積算し、手応えがあるという認識を持っております

ので、何とかおいでいただきたいとこのように考える次第で

ございます。どうぞご理解いただきますようにお願いします。 

（議長 鎌倉文枝）ご苦労さまでした。 

（議員 中村良路）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、中村議員。 

（議員 中村良路）今管理者のほうから行けるということで言わ

れました。 

   ではこの、まあ言うたら工期が不調に終わることで半年ほ

どずれたということでございますが、それは今度市民、地元

市民に対しての説明というのはされたんですか。 

（局長 卜部茂和）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）事務局長。 

（局長 卜部茂和）３月末に香芝市、王寺町それと組合で、大体

金額の設定でありますとか変更後の事業スケジュールが決ま



16 

 

りましたので、先週地元４自治会のほうには、一応工期     

というような話で説明に行っております。 

   ５月１日に美濃園だよりというのを地元、王寺町も含めて

ですが、美濃園だよりを配っておりますので、そちらのほう

で地元の自治会長には詳しい工期の日程のスケジュールはお

示ししますということで返事のほうをさせていただいており

ます。 

   以上です。 

（議員 中村良路）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、中村議員。 

（議員 中村良路） 説明されたということでございますが、そ

の時に市民の方の意見としては何も出ておりませんでしたか。 

（局長 卜部茂和）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）事務局長。 

（局長 卜部茂和）地元自治会長のほうからは、延びる件につい

ては余り質問がなかったですけど、ちょっと都市計画道路の

件でありますとか、スポーツ公園の件をちょっと気にしてお

られた面はあります。また、美濃園だより、５月１日にうち

のほうからお配りしまして、そのときにも担当のほうから、

もしあれでしたら説明に行かせていただくということでご回

答しております。 
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   以上です。 

（議員 中村良路）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、中村議員。 

（議員 中村良路）わかりました。 

   地元もある程度工期の関係で、いろんな工事が、都計道路

も工事があって、車が出入りするというのが、管理者等で危

惧されると思いますが、今度債務負担行為が昨年、前回より

も２７億、もう約３０億増えたことに対して、これはやはり

市民としても負債を抱えるわけでございますが、それに対し

て逆に香芝市、王寺町を含めて、こんなん、言うたら増えた

ことに対しての市民に対する負担、それはどのようなことで

説明をされたんか、されるのか、される予定があるのか、ど

うでしょうか。 

（議長 鎌倉文枝）ただいまの質問についていかがですか。 

（議員 中村良路）ここで言うのんじゃないかもわかりませんね

んけども、ここで承認されたら当然各王寺町、香芝市に持っ

て帰られて、それなりの借金も当然あり得るわけなんですが、

これで前回よりも増えたということに対してのそういった説

明も当然行われているんであろうと、その辺いかがですか。 

（局長 卜部茂和）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）事務局長。 
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（局長 卜部茂和）建設費については国の交付金、補助金がある

分もありまして、確かに大きい事業になりますので、実際３

１年度から建設費に対して、債務負担行為も設定してますよ

うに建設費、出来高で工事費を払っていくわけですが、香芝

市、王寺町、両市町から不足分についてはやはり起債という

のもしますけども、ずっとお願いしていく形になりますので、

そこら辺は財政当局と既に調整には入ってるんですが、分担

金という形になりますので、うちのほうは分担金という形で

入ってきますが、両市町のほうではそれぞれ一般会計の予算

から組合負担金という形で説明という形になっていくんでは

ないかと考えております。 

   以上です。 

（議員 中村良路）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）中村議員。 

（議員 中村良路）わかりました。 

   その辺も含めまして、分担金は当然出てくることになって、

しっかり説明して、追加も含めて、説明責任だけはちゃんと

これができるような状況で王寺、香芝におろしていただけれ

ばと思いますので、それにはくれぐれもよろしく、管理者含

めて、議会も含めてよろしくお願い申し上げます。 

（管理者 吉田弘）議長、よろしいですか。 



19 

 

（議長 鎌倉文枝）はい、管理者。 

（管理者 吉田弘明）今、中村議員からご質問いただいた件でご

ざいますけれども、もちろん市長、町長の立場で、それぞれ

の議会にまた報告し、市民に、町民にも報告していくべきだ

と思っております。 

   もう一つは、新たに建て直すということでございますので、

奈良モデルのそういったことも可能じゃないかということで、

町長とも部課長とも話をしてございまして、知事のほうにも

何か支援をお願いできることはないのかということも聞いて

いこうと思ってございます。そういうこともご理解いただけ

るようであれば、各町議会、市議会においても意見書なり、

決議なり、そんな同志をともにいただければ、市民、町民の

ために資する内容になろうかと思いますので、まずは一丸と

なって取り組んでいきたいということをここで申し上げてお

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（議長 鎌倉文枝）ご苦労さまでした。 

   ほかにございませんか。 

 

（ありませんの声） 

 

（議長 鎌倉文枝）ないようですので、質疑を打ち切ります。 
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   これより討論に入ります。 

   討論のある方、ご発言をお願いします。 

   ございませんか。 

 

（ありませんの声） 

 

（議長 鎌倉文枝）ないようですので、討論を打ち切ります。 

   これより議第５号についてを採決します。 

   本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（議長 鎌倉文枝）異議なしと認めます。よって本案は原案どお

り可決されました。 

   ここで、議長、副議長と交代いたします。 

 

（議長交代） 

 

（副議長 北川重信）議長交代しました。 

   ただいま鎌倉議長から議長の辞職願が提出されました。 

   お諮りします。 
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   議長の辞職許可についてを日程に追加し、議題といたしま

す。 

   ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（副議長 北川重信）異議なしと認めます。 

   よって、議長の辞職許可についてを日程に追加し、議題と

いたします。 

   本案を日程第４とします。 

   地方自治法第１１７条の規定により、鎌倉議員の退場を求

めます。 

 

（鎌倉議員、退場） 

 

（副議長 北川重信）お諮りします。 

   議長の辞職について、地方自治法第１８０条の規定により、

これを許可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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（副議長 北川重信）異議なしと認めます。鎌倉議長の辞職を許

可することに決定しました。 

   鎌倉議員、入場お願いします。 

 

（鎌倉議員、入場） 

 

（副議長 北川重信）ただいま議長が欠けました。 

   お諮りします。 

   議長の選挙を日程に追加いたします。 

   ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

    

（副議長 北川重信）異議なしと認めます。よって、議長の選挙

を日程に追加し、本案を日程第５とします。 

   日程第５、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します。 

   事務局、議案の朗読をお願いします。 

（次長 平野）はい。 

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
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芝・王寺環境施設組合議会議長の選挙を行う。 

   平成３０年４月２６日提出。香芝・王寺環境施設組合議会

副議長北川重信。 

   以上です。 

（副議長 北川重信）お諮りします。 

   選挙の方法はどのような方法で行いますか。 

（議員 鎌倉文枝）はい。 

（副議長 北川重信）鎌倉議員。 

（議員 鎌倉文枝）指名推選でお願いいたします。 

（副議長 北川重信）ただいま鎌倉議員から指名推選との声があ

りました。 

   議長の選挙は指名推選によることにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

    

（副議長 北川重信）異議なしと認め、選挙を指名推選で行いま

す。 

   お諮りします。 

   指名の方法について、鎌倉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。 
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（異議なしの声） 

 

（副議長 北川重信）異議なしと認めます。 

   それでは、鎌倉議員、お願いします。 

（議員 鎌倉文枝）はい。議長の指名推選でございますが、中川

義弘議員を指名させていただきたいと思います。 

   中川義弘議員は、人物並びに執柄につきましても非常にす

ぐれたものを持っておられますので、議長としてふさわしい

人物でございますので、議員各位のご賛同をお願い申し上げ

ます。 

（副議長 北川重信）中川義弘議員が議長に指名されましたので、

選任することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

    

（副議長 北川重信）異議なしと認めます。よって中川義弘議員

が議長に当選されました。 

   ただいま議長に当選されました中川義弘議員、会議規則２

９条第２項の規定により当選の告知をします。 

   議長を交代します。 

   中川義弘議員、議長席へお着きください。 
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（議長交代） 

 

（議長 中川義弘）ただいま議長にご推挙いただきました中川で

す。どうもありがとうございます。 

   本議会におきましては、皆様方のまことに温かいご推挙に

より議長の大役を身にしみてお受けいたし、この上ない光栄

と心から感謝しているところでございます。 

   当組合の果たす役割は大変重要であり、十分認識しながら、

理事者と議会が両輪のごとく前進することを誠心誠意取り組

んでまいりたいと思いますので、どうか皆様方のご支援とご

協力をいただきまして、議会がスムーズに行きますよう心か

らお願い申し上げまして、簡単ではございますが就任の挨拶

とさせていただきます。どうもありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。 

   それでは、議事進行させていただきます。 

   お手元に配付しておりますとおり日程に追加したいと思い

ます。 

   ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

    



26 

 

（議長 中川義弘）異議なしと認めます。お手元に配付しており

ますとおり日程に追加することに決定しました。 

   日程第６、議席の決定を行います。 

   会議規則第３条により、議席は議長が定めると規定されて

いますので、議席の決定はただいまよりお配りします議席の

とおりに指定させていただきたいと思います。 

   事務局、議席表を配付願います。 

 

（議席表配付） 

 

（議長 中川義弘）議席の決定をお手元に配りました議席表のと

おり指定させていただきたいと思います。 

   ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

    

（議長 中川義弘）異議なしと認めます。よって、議席の決定を

お手元に配りました議席表のとおり指定させていただきたい

と思います。次回より決定しました議席にお着き願います。 

   日程第７、選第２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します。 
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   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。 

   平成３０年４月２６日提出。香芝・王寺環境施設組合議会

議長中川義弘。 

 以上です。 

（議長 中川義弘）お諮りします。 

   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

となっておりますので、委員を選任したいと思います。 

   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、議席番号１番中川義弘議員、議席番号２番楠本勝

議員、議席番号３番幡野美智子議員、議席番号４番鎌倉文枝

議員、議席番号５番中川廣美議員、議席番号６番北川重信議

員、議席番号７番細井宏純議員、議席番号８番中村良路議員。 
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   以上です。 

（議長 中川義弘）ただいま発表させました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の委員に選任

することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

  

（議長 中川義弘）異議なしと認めます。よって、ただいま発表

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

設調査特別委員会の委員に選任することに決定しました。 

   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、

議会の議員のうちから下記のものを香芝・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。 

   平成３０年４月２６日提出。香芝・王寺環境施設組合管理

者吉田弘明。 
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   記、職名、議員。氏名、中村良路。住所、香芝市北今市三

丁目１５８番地－８。 

   以上です。 

（議長 中川義弘）理事者、提案説明願います。 

（局長 卜部茂和）はい、議長。 

ただいま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、組合議

員の中川廣美議員の辞任に伴い、その後任に人格公正で識見

豊かな本組合議員の中村良路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、平成３１年６月８日まででご

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 中川義弘）これより質疑に入ります。 

   質疑のある方にご発言願います。 
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（ありませんの声） 

 

（議長 中川義弘）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 中川義弘）異議なしと認めます。 

   本案は、原案のとおり同意することにご異議ございません

か。 

 

（異議なしの声） 

 

（議長 中川義弘）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。 

   これをもって第２回臨時会に付議された案件の審議は全部

終了しました。 

   事務局から発言を求められていますので、許可します。 

   事務局長。 

（局長 卜部茂和）済いません。そうしましたら、私のほうから
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美濃園のごみの越境問題の経過報告と新ごみ処理施設の設置

に向けての進捗状況のほうを報告させていただきます。 

   まず初めに、美濃園のごみの越境搬入の経過報告と      

報告でございますが、過日１月２６日に組合からＡＭカンパ

ニー株式会社に対して注意喚起文書を、また同日付で、香芝

市のほうでは３０日間の業務停止命令書を送付しましたが、

その後当該案件に関しまして、２月１３日付で組合監査委員

あてに住民監査請求が提出されました。請求内容は、越境搬

入により組合に対して与えた損害につき賠償請求を怠ってい

るという内容でありましたが、組合監査委員により監査をし

ていただき、４月１０日付で監査結果を請求人に通知してお

ります。 

   公表した監査結果をお手元の机のほうに配付させていただ

いております。 

   監査結果の内容としましては、越境搬入量及び損害額は請

求人の推測によるもので、具体的事実の立証はされておらず、

請求には理由がなく棄却となりました。組合としましては監

査結果を尊重してまいりたいと考えます。 

   また、平成３０年度より違反搬入業者に対する罰則を強化

するため、香芝市並びに王寺町と連携を組み、お手元に配付

しております搬入規則の新旧対照表のとおり、搬入規則の改
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正を行いました。また、資料として、香芝市、王寺町の一般

廃棄物収集運搬業許可業者に係る行政処分取扱基準と許可業

者の名簿も配付させていただいております。 

   行政処分の取扱基準については、香芝市、王寺町とも同内

容の基準となってます。 

   主な改正内容は、美濃園の搬入の際の違反行為だけでなく、

組合市町における許可業務に関する処分を受けた場合も同等

の業者処分を受けることとし、また違反回数に応じて搬入禁

止期間の設定を行いました。 

   お手元にカラーのＡ４の事業者選定スケジュール変更後の

紙をお配りしておりますが、続きまして新ごみ処理施設設置

に向けての進捗状況についてご報告させていただきます。 

   お配りしておりますカラーＡ４の横のスケジュール表をご

らんください。 

   本年２月１日に入札参加資格が認められ、確認された参加

業者より辞退届が提出され、辞退要因を精査し、再入札公告

に向け作業を進めてまいりました。本日組合議会において、

補正予算、債務負担行為の設定の議決を受け、５月上旬に再

入札公告を行います。 

   その後、７月上旬に入札提案書の受付を行い、８月中旬に

落札者の決定、１０月末に組合議会において本契約の議決を
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経て本契約、１１月から実施設計、工事着手という予定で事

業を進めてまいりたいと考えております。 

   以上、新ごみ処理施設に向けての進捗状況を報告させてい

ただきました。 

   以上でございます。 

（議長 中川義弘）質疑のある方はご発言願います。 

 

（ありませんの声） 

 

（議長 中川義弘）ないようですので、質疑を打ち切ります。 

   ありがとうございました。 

   以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。皆

様のご協力によりまして議事が滞りなく進行できました。心

からお礼申し上げます。ありがとうございます。 

   それでは、管理者、閉会の挨拶をお願いいたします。 

 はい。 

（管理者 吉田弘明）本日は大変お忙しい中、第２回の臨時会に

ご参加賜りまして、まことにありがとうございます。なお、

我々から上程させていただきました案件につきましても慎重

審議いただき、原案可決賜りましたことを重ねてお礼申し上

げたいと思います。 
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   今、報告がありましたように５月の上旬に公告を打ち、今

後事業者選定に向けて手順どおり進めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

   後になりましたが、組合の新議長に就任されました中川議

長、今後ともご指導して頂きたいと思いますとともに、香芝

と王寺が誇れるような新しい施設ができますように取り組ん

でまいりたいと思いますので、今後とも議員各位の協力をお

願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

（議長 中川義弘）ありがとうございました。 

   これをもちまして平成３０年香芝・王寺環境施設組合第２

回臨時会を閉会します。 

   ちょっとすんません。 

   議長のほうから、この日程の中には入っておりませんねん

けど、今一番ちょっと気になっているその新しい道路のつけ

る部分、これは今どれぐらいの進捗状況なんか、ちょっとで

きたら説明いただきたいと思いますので、えらい終わった後

やねんけど、よろしく頼みます。 

   はい、どうぞ。 

（部長 奥田芳久）今議長がおっしゃっていただいてるのは、香

芝市の都市計画道路畑分川線１工区、王寺町界から今       



35 

 

進入路の、路線の接続道路の件であるというふうに感じてお

ります。 

   その道路の進捗状況なんですけれども、これは都市計画道

路として香芝市が今事業化して進めておりますけれども、ま

だ事業内容といたしましては、用地の測量が終わりまして買

収というところをやってます。これはなかなか思うように、

国の交付金も非常に配分が低い状況の中で、頑張って進めて

おりますけれども、この年度の予定といたしましては、まだ

用地買収というふうな状況になろうかと思います。今年度末

を持ちましても用地買収の進捗率として全体の２割程度を買

収できるかなというふうな状況でございます。 

   工事につきましては、用地買収の全体の４割、５割を用地

買収が進まないと着手できるところがございませんので、来

年度以降の工事着工になるかなというふうに感じております。

また、このことについては５月にまた地元への説明もさせて

いただくというふうに考えております。 

   以上です。 

（議長 中川義弘）ちょっと済いません。もう一遍ちょっと聞か

せてもらいたい。 

   この今建物ができるのと、今言うてるように道路ができる

のが同時進行で行けるぐらいなんか、予定としてはそこらあ
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たりがやっぱり。香芝のほうの自治会の人にも疑問を持たれ

るやろうし、王寺のほうにもやっぱりそれなりの説明もして

いかないかんので、そこらはまだ全然、内容的にはどういう

ふうな感じなんかなと思って。 

   理事者。 

（部長 奥田芳久）はい、議長。 

（議長 中川義弘）はい、奥田部長。 

（部長 奥田芳久）あくまで都市計画道路としての整備というこ

とで、ごみ処理場の新設工事とは基本そこは。ごみ処理場の

新設工事にその今の進入路を合わせて、工事用車両がそちら

から出入りする、新設工事の工事用車両がそちらから出入り

するという予定にはしておりません。あくまで美濃園の運営

に利用できると。また、市全体のネットワークとして利用す

るための都市計画道路でございます。美濃園の新設に対して、 

それに合わせるという予定にはなっておりません。 

（議長 中川義弘）最初はそういうふうな我々内容で聞かせても

ろうてたんで、だからそこらあたりを今皆さんがお聞きにな

ってどういうふうに感じておられるんかというのが、ちょっ

と今のところ私もわかりませんので。 

   我々は要するに、この新しいこの建物ができるのと同時に、

今言うてるように王寺は王寺から新たな道を使うということ
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で、香芝のほうのその自治会の人とかの相当の反対がありま

したんで、だから今回その道をどないしてもつくらないかん

ということで聞いておりますので、だからそこらあたりを自

治会と、内容的には、まだ何年には無理やというような形は

やっぱりちゃんと言うていただいてるんかどうかという、そ

こら王寺町としてはやっぱりごみを持ってこないかんので、

そこらをやっぱり自治会の人らはそれで納得しておられるん

かどうかというのは非常に……。 

（部長 奥田芳久）はい、議長。 

（議長 中川義弘）はい、奥田部長。 

（部長 奥田芳久）先ほど言いましたように、工事のために間に

合うということにはなっておりませんけども、議長がおっし

ゃったように新しい美濃園の運営に関しては当然その道路が

あるべきかなというふうには思っておりますけれども、それ

がちょうどオープンと同時にそれがマッチングするかという

ことについては、どちらの事業も進捗のぐあいがジャストポ

イントで調整をとるのは非常に難しいということですので、

できるだけそこは合わすようには頑張りますけれども、実際

のところはまだ少し見えてこないということでございます。

それについては、年度年度ごとにも説明はしていくというふ

うに考えております。 
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（議長 中川義弘）よろしくお願いいたします。 

   それでは、以上をもちまして臨時会を閉会いたします。 

 

閉会 午前１０時４７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。 
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