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第１回香芝・王寺環境施設組合議会定例会議事日程 

 

平成２９年２月２１日 

午前１１時００分開議 

 

開会 

 管理者開会挨拶 

議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 承第１号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例の専決処分の報告及び承認

について 

日程第４ 議第１号 奈良県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び奈良県市町村総合

事務組合規約の一部を変更することについ

て 

日程第５ 議第２号 北葛城郡公平委員会規約の一部を変更する

ことについて 

日程第６ 議第３号 平成２９年度香芝・王寺環境施設組合一般

会計予算について 

日程第７ その他報告 

 

閉会 

 管理者閉会の挨拶 
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平成２９年第１回香芝・王寺環境施設組合議会定例会会議録 

１ 招集年月日  平成２９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 鎌 倉 文 枝   ５番 細 井 宏 純 

   ２番 中 川 義 弘   ６番 北 川 重 信 

   ３番 幡野美智子   ７番 中 川 廣 美 

   ４番 楠 本  勝   ８番 小 西 高 吉 

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 村 中 義 男 

   香芝市都市創造部長 堀 本 武 史 

   王寺町住民福祉部長 浅 井 克 矢 

   事務局長 坪 内 達 雄 

６ 会議録の記録書記は、次のとおりである。 

事務局次長 卜 部 茂 和  事務局次長 平 野  厚 

事務局主事 長 田 佳 文 



3 

 

７ 会議の事件は、次のとおりである。 

   承第１号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例の専決処分の報告及び承認について 

議第１号 奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約

の一部を変更することについて 

議第２号 北葛城郡公平委員会規約の一部を変更することに

ついて 

議第３号 平成２９年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予

算について 

８ 議長は、会議録署名議員に次の者を指名した。 

   ２番 中 川 義 弘   ８番 小 西 高 吉 

９ 開会  午前１１時００分 

（議長 中川廣美）本日、香芝・王寺環境施設組合議会告示第１号

をもって、第１回定例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。 

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、 

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
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なお、先の王寺町長選挙において、めでたく再選されました

平井町長におかれましては、心からお祝い申し上げます。 

誠におめでとうございました。 

それでは、最初に管理者より開会の挨拶をよろしくお願いし

ます。 

（管理者 吉田弘明）はい、議長。 

改めておはようございます。 

昨日は、春一番が吹きましてこのまま暖かくなると思ってお

りましたが、今日は一段と寒くなりました。少しずつ暖かくな

って春を迎えると思います。 

本日、香芝・王寺環境施設組合議会第１回定例会を招集させ

ていただきましたところ、議員各位には何かとお忙しい中ご出

席をいただき誠にありがとうございます。 

今もございましたが王寺町長再選、誠におめでとうございま

す。改めて今後も力を合わせてこの施設組合の運営にご協力賜

りますことお願い申し上げます。 

さて、今年度におきましては、特にプラントの設計業務を決

めていく大事な年でもございます。経費についても厳しい目を

持って進めて行かなくてはならない。当初の計画の経費は今後
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の両市町の先々の負担にならないように厳しい目で取り組んで

まいりたいと思います。 

本日の定例会に上程いたしております議案につきましては、

平成２９年度一般会計予算案を中心とした計４議案でございま

す。どうか慎重審議賜りまして、原案可決・承認賜りますよう

お願い申し上げまして、開会に当たりましての挨拶とさせてい

ただきます。 

（議長 中川廣美）ありがとうございました。 

続きまして副管理者の平井町長より発言を求められておりま

すのでよろしくお願いします。 

（副管理者 平井康之）はい、議長。 

   みなさんおはようございます。 

   先ほどからご紹介いただきました、この度の町長選挙、無投

票という形で再選させていただきました。この経過の中で組合

議員のみなさま方にも色々な形でご支援をいただきまして改め

て御礼を申し上げたいと思います。 

   昨年は香芝市さんの方で無投票、今年はそれに沿った形で同

じように無投票で再選させていただきました。一定の信用ある

いは町民の皆様の町政推進にあたっての支援を、あるいは評価
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をいただいたのかなと思っている訳であります。 

   美濃園の改修を初めこれからが両市町にとって基盤整備の大

きな時期と思っております。 

   王寺町と香芝市は国調ベースで人口が増えていますが将来的

にはこれが続くとは限らない、いずれは減少になるという予想

されています。それを見越して足腰の強い市政あるいは町政を

作って行きたいなと思っております。 

   先月から日本遺産の申請とか大阪の柏原市など２市２町の広

域観光の推進とか、広域行政それぞれのテーマにおいて取り組

む時期だと思っています。 

   我々隣同志の市・町でありますのでいろんな意見交換、情報

交換しながら良い街・良い地域を作っていきたいと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。 

また来月、香芝市の議会議員選挙が予定されております。 

地域の皆様、住民の皆様に応えられるよう議員の皆様のご健

闘を心からお祈り申し上げるところでございます。 

ありがとうございました。 

（議長 中川廣美）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。地方自治法第１１３
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条の規定による定足数に達していますので、平成２９年第１回

定例会を開会いたします。 

まず、本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたし

ております議事日程のとおり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」との声あり） 

（議長 中川廣美）ご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。 

   それでは、日程第１、会議録署名議員の指名でございますが、

議長より指名させていただいて、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（議長 中川廣美）異議ないようですので、２番、中川
なかがわ

義弘
よしひろ

議員、

８番、小西
こ に し

高吉
たかよし

議員を指名いたします。 

   続きまして、日程第２、会期の決定を議題とします。 

   諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日 1 日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」との声あり） 

（議長 中川廣美）ご異議がないようですので、本定例会の会期は、
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本日 1日といたします。 

   続きまして、日程第３、承第 1 号、一般職員の給与に関する

条例等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。 

（事務局次長 卜部茂和）はい、議長。 

承第１号一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

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１７

９条第１項の規定により、一般職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例について、次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。平成２９

年２月２１日提出。香芝・王寺環境施設組合 管理者 吉田弘

明以上でございます。 

（議長 中川廣美）それでは、事務局より提案説明願います。 

（事務局長 坪内達雄）はい、議長。 

   ただ今、上程なりました承第１号、一般職の職員の給与に関

する条例等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、の提案理由を申し上げます。 

   本案は、国において、一般職の職員の給与に関する法律等の
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一部を改正する法律が平成２８年１１月２４日に公布、一部施

行されたことに伴い、当組合においても、国に準じて一般職の

職員給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する必要が生じ、地方自治法第１７９条第１項

の規定により平成２８年１２月２１日に専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、その承認を求めるものです。  

主な改正点は、給与改定、扶養手当の見直し、介護休暇の変

更等でございます。 

何卒、慎重審議のうえ、原案承認賜りますようお願い申し上

げます。 

（議長 中川廣美）これより質疑に入ります。 

   質疑のある方ご発言お願いします。 

（「質疑なし」との声あり） 

（議長 中川廣美）質疑がないようですので、質疑を打ち切り、採

決いたします。本案は、報告のとおり承認することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（議長 中川廣美）ご異議がないようですので、承第１号について

は、報告のとおり承認されました。 
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続きまして、日程第４、議第１号、奈良県市町村総合事務組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県市町村総合事

務組合規約の一部を変更す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。 

（事務局次長 卜部茂和）はい、議長。 

   議第１号奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約の一部を変更す

ることについて、地方自治法第２８６条第１項の規定により、

奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体のうち、西

和衛生試験センター組合が解散され、奈良県市町村総合事務組

合を組織する地方公共団体でなくなること及び奈良県市町村総

合事務組合規約の一部を次のとおり変更することについて、同

法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求める。平成２９

年２月２１日提出。香芝・王寺環境施設組合 管理者 吉田弘

明以上でございます。 

（議長 中川廣美）それでは、理事者より提案理由を説明願います。 

（事務局長 坪内達雄）はい、議長。 

   ただ今、上程なりました議第１号奈良県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県市町村総合事務
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組合規約の一部を変更することについて、の提案理由を申し上

げます。 

   本案は、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

のうち、西和衛生試験センター組合が解散されるに伴い、規約

の一部を改正する必要があるため、地方自治法第２９０条の規

定に基づき、議会の議決を求めるものです。  

何卒、慎重審議のうえ、原案可決賜りますようお願い申し上

げます。 

（議長 中川廣美）これより質疑に入ります。 

   質疑のある方ご発言お願いします。 

（「質疑なし」との声あり） 

（議長 中川廣美）質疑がないようですので、質疑を打ち切り、採

決いたします。本案については、原案を可決することにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（議長 中川廣美）ご異議がないようでございますので、議第１号

は、原案を可決することに決定いたしました。 

   続きまして、日程第５、議第２号、北葛城郡公平委員会規約

の一部を変更することについてを議題といたします。 
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   事務局議案の朗読を願います。 

（事務局次長 卜部茂和）はい、議長。 

議第２号北葛城郡公平委員会規約の一部を変更することにつ

いて、西和衛生試験センター組合の解散に伴い、北葛城郡公平

委員会を共同設置する地方公共団体でなくなるため、北葛城郡

公平委員会規約の一部を次のとおり変更することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第３項に

おいて準用する同条第２５２条の２第３項の規定に基づき、議

会の議決を求める。平成２９年２月２１日提出。香芝・王寺環

境施設組合 管理者 吉田 弘明以上でございます。 

（議長 中川廣美）それでは、理事者より提案理由を説明願います。 

（事務局長 坪内達雄）はい、議長。 

ただ今、上程なりました議第２号北葛城郡公平委員会規約の

一部を変更することについて、本案は、北葛城郡公平委員会を

共同設置している西和衛生試験センター組合が解散されるに伴

い、規約の一部を改正する必要があるため、地方自治法第２５

２条の７第３項において準用する同法２５２条の２第３項の規

定に基づき、議会の議決を求めるものです。  

    何卒、慎重審議のうえ、原案可決賜りますようお願い申し
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上げます。 

（議長 中川廣美）これより質疑に入ります。 

   質疑のある方ご発言お願いします。 

（「質疑なし」との声あり） 

（議長 中川廣美）質疑がないようですので、質疑を打ち切り、採

決いたします。本案については、原案を可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（議長 中川廣美）ご異議がないようでございますので、議第２号

は、原案を可決することに決定いたしました。 

   続きまして、日程第６、議第３号、平成２９年度香芝・王寺

環境施設組合一般会計予算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。 

（事務局次長 卜部茂和）はい、議長。 

   議第３号平成２９年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算

について、平成２９年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算

について、別冊のとおり議決を求める。平成２９年２月２１日

提出。香芝・王寺環境施設組合 管理者 吉田弘明以上でござ

います。 
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（議長 中川廣美）それでは、理事者より提案理由を説明願います。 

（事務局長 坪内達雄）はい、議長。 

   ただ今、上程なりました議第３号 平成２９年度香芝・王寺

環境施設組合一般会計予算について、提案理由をご説明申し上

げます。 

予算書の１ページをお願いします。本案は、歳入歳出それぞ

れ６億２千４５万３千円の予算編成で、前年度当初予算に比べ

７千８６７万７千円の減額、１１．２５パーセントの減となっ

ております。減額の主な理由は、総務管理費の給料等の人件費、

そして、施設費の委託料及び工事請負費が減額となっておりま

す。 

それでは、歳入歳出の事項別明細書の歳入からご説明申し上

げます。 

８ページをお願いします。（款）１．分担金及び負担金では予

算額４億７千４１３万２千円で、前年度より５千９７０万８千

円の減額、１１．１８パーセントの減となっております。分担

金の内訳は、香芝市３億２千９９１万９千円、王寺町が１億４

千４２１万３千円となっております。また負担割合は、香芝市

の６９．６パーセント、王寺町の３０．４パーセントでござい
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ます。 

（款）２．使用料及び手数料では予算額１億１千４６３万７

千円で、前年度より１７６万３千円の減額、１．５１パーセン

トの減となっております。廃棄物の処理手数料の内訳は、事業

系手数料が１億３３３万６千円、自己搬入手数料が１千１３０  

万１千円でございます。主な減額原因は、搬入量の減少による

ものです。 

（款）３．国庫支出金では予算額７６６万６千円となってお

ります。これは循環型社会形成推進交付金で、施設新設に関す

る委託事業に係るアドバイザリー業務に対する交付金として事

業費２千３００万円の３分の１でございます。 

９ページ、（款）４．繰越金では予算額２００万円で、前年度

と同額で、平成２８年度の繰越金収支見込でございます。 

（款）５．諸収入では予算額２千２０１万８千円で、前年度

より２４２万８千円の減額、９．９３パーセントの減となって

おります。これはアルミ缶等の売却収益によるもので、主な減

額原因は、アルミ等の取扱量の減少及び単価の値下がりによる

ものでございます。 

次に、１０ページの歳出につきまして、ご説明申し上げます。



16 

 

（款）１．議会費では予算額７６万４千円で、前年度と同額 

となっております。 

（款）２．総務費では予算額６千３３４万８千円で、前年度

より３２３万４千円の減額、４．８６パーセントの減となって

おります。主な内容は、職員の人件費及び事務経費等並びに監 

査委員の報酬でございます。 

（項）１．総務管理費では予算額６千３０４万８千円で、前

年度より３２３万４千円の減額、４．８８パーセントの減とな

っております。主な減額理由は、職員の１名の減に伴います給

料等の減によるものです。 

１３ページ（項）２．監査委員費では予算額３０万円で前年

度と同額となっております。 

（款）３．施設費では予算額５億２千５２２万５千円で、前

年度より１億６７万５千円の減額、１６．０８パーセントの減

となっております。 主な減額理由は、委託料で生活環境影響

及び評価調査業務と処理施設基本設計及び支援事業が平成２８

年度で完了いたしましたので前年度より４千３５０万６千円の

減額、１４．２８パーセントの減となっております。また、施

設の安全稼働を確保し、機能維持を図るため毎年実施していま
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す、定修工事の費用として工事請負費６千７６０万２千円の減

額、３７．７９ パーセントの減となっております。 

１６ページ（款）４．公債費では予算額２千９１１万６千円

で、前年度より２千５２３万２千円の増額、６４９．６４パー

セントの増となっています。 

（目）１．元金で２千８４６万２千円、（目）２．利子で６５

４万円を計上しております。これは、事業に伴い借り入れまし 

た地方債の年次的償還元金と利子でございます。 

（目）１．元金で、平成２９年度で完済いたします、粗大ご

み処理施設爆発防止対策整備事業債３１５万円及び平成２７年

３月２７日借り入れた一般廃棄物処理施設整備事業債２億２５

０万円の元金償還２千５３１万２千円が平成２９年度より始ま

るため増額となっております。 

（目）２．利子では、平成２９年度で完済いたします、粗大

ごみ処理施設爆発防止対策整備事業債の利子減少等により減額

になっています。 

地方債については、２３ページの表をご覧ください。当該年

度末現在高見込額は、１億７千７１８万 8 千円となっておりま

す。 
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以上が本案の提案理由説明でございます。 

何卒、慎重審議のうえ、原案可決を賜りますよう、お願い申

し上げます。 

（議長 中川廣美）これより質疑に入ります。 

   質疑のある方ご発言お願いします。 

（議員 小西高吉）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、小西議員 

（議員 小西高吉）平成２９年度は、減額されているが平成２８年

度において生活環境影響調査を実施された訳でありますが、そ

の中でいろんな規制がある中で問題点があったのか、また問題

があった時どんな解決法をとられるのか教えていただきたい。 

（局長 坪内達雄）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、事務局長。 

（局長 坪内達雄）この建設予定地に関する規制でございますが、

解決できる問題点と解決できない問題点が存在しております。 

   まず、分かりやすく解決のできない方というのは組合の施設

内の西側と南側の山がございますが、これは３号保安林で大臣

許可を頂かないと伐採もできないという規制がございまして、

それを行うには相当な時間が係るし、そもそもそれを許可して
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いただけるかわからないという問題。 

   そしてもう一つは、ここは明神山の景観保全地区で自然公園

法に準じて高さ制限が指導のレベルですけれどされておりまし

て、１３メートル以内に高さを抑えなさいという規制がござい

ます。 

   高さを抑えなければ下を掘りこんで施設を地下に潜らすとい

うことなるのですが、費用がすごく高くなってしまう。県の方

ではまだ未設計の段階ですので、設計の出来た段階で協議しま

しょうということです。１３メートルと言いますが、今現在、

すでに１８．４メートルの高さの施設が建っておりますので、

その辺は柔軟に対応していただけるとの感触は関係局の方から

いただいております。 

ちなみに煙突ですが、５９メートルございます。これは建築

物でないということで規制対象から外れております。 

以上のような規制と解決方法を考えているところです。 

（議員 小西高吉）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、小西議員 

   いい方向に行くだろうとお伺いしておりますが、万が一そう

いったことで着工がおくれることはないと思っていたら良いん
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ですか。 

（局長 坪内達雄）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、事務局長。 

（局長 坪内達雄）着工が遅れるということはないと思っておりま

す。県の方と事前に色々と調整を行っております。 

（議員 幡野美智子）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、幡野議員。 

（議員 幡野美智子）２点について、お伺いします。 

   まず、歳入の分担金ですが前年度予算から１１．１８パーセ

ント減で、これは前年度予算が過大に見積もられたということ

で理解してよろいしですか。 

   それともう一つ、循環型社会形成推進交付金の関係でアドバ

イザリー業務委託料のアドバイザリー業務について説明をお願

いします。以上です。 

（局長 坪内達雄）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、事務局長。 

（局長 坪内達雄）まず分担金の方でございますが、組合の自主財

源、手数料、諸収入等を除いた分だけでは当然不足してきます

ので、香芝市と王寺町の割合を求めて分担金をお願いしている
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というものでございます。 

   それとアドバイザリーですが、これは発注支援、これから施

工業者を決めていく中で方法とか契約書の作成において弁護士

との調整などをお願いする業務でございます。以上です。 

（議員 幡野美智子）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、幡野議員。 

（議員 幡野美智子）この委託業務の委託先はどちらですか。 

（局長 坪内達雄）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、事務局長。 

（局長 坪内達雄）施設基本設計や生活環境影響調査などこれらの

業務をプロポーザルでパシフィックコンサルタンツにお願いし

たのですが、その時の仕様書の中にこの業務が完了した後、ア

ドバイザリーの契約の優先交渉権を与えますということで随意

契約にてパシフィックコンサルタンツ株式会社にお願いしてお

ります。 

（議員 幡野美智子）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、幡野議員。 

（議員 幡野美智子）分担金ですが、平成２７年度の決算額は４億

５千万円で平成２９年度の予算も同じ位で、平成２８年度の決
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算もこれ位になるのか、もう一度説明をお願いします。 

（局長 坪内達雄）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、事務局長。 

（局長 坪内達雄）先ほど自主財源等と申し上げましたが、これは

１億４千６３２万１千円でございまして、歳出の合計６億２千

４５万３千円からこの額を引いた額が分担金４億７千４１３万

２千円になります。以上です。 

（議員 幡野美智子）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、幡野議員。 

（議員 幡野美智子）今年度予算と前年度予算の差が大きいので前

年度は過大に見積もられていたのですか。 

（局長 坪内達雄）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、事務局長。 

（局長 坪内達雄）平成２８年度はいろんな調査業務や委託業務が

ございましたので、その差額でございます。以上です。 

（議長 中川廣美）他にご質疑ありませんか。質疑がないようです

ので、質疑を打ち切り、採決いたします。本案については、原

案を可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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（議長 中川廣美）ご異議がないようでございますので、議第３号

は、原案を可決することに決定いたしました。 

   以上をもちまして、本日の議案はすべて終了いたしました。 

続きまして、日程第７、その他報告ということで、事務局か

らの報告を求めます。 

（事務局長 坪内達雄）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、事務局長。 

（局長 坪内達雄）それでは、私のほうからその他の報告といたし

まして、昨年の１０月定例会終了から本日までの私ども組合の

主な取り組み内容についてご報告申し上げます。 

   参考資料として、Ａ３が１枚スケジュール表をお手元にお配

りしております。 

   まず、新ごみ処理施設整備事業に係る施設基本設計に着手い

たしまして、番号で言いますと４番の施設基本設計及び支援業

務の部分ですけれども、今年度末に策定を終える予定でござい

ます。また、一昨年の冬から行ってまいりました生活環境影響

調査につきまして、今月末に調査結果報告書がまとまる予定で

ございます。それを受けまして、香芝・王寺環境施設組合が設

置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧
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等の手続に関する条例の規定に基づき、３月１０日から１か月

間縦覧に供することとしております。縦覧場所は、組合事務所

の他、香芝市役所・王寺町役場・地元の集会所を予定しており

ます。 

平成２９年度につきましては、スケジュール表の赤い帯の部

分でありますアドバイザリー業務・発注支援業務としてコンサ

ルに協力をいただきながらプラント業者の選定事務を進めてま

いりたいと考えております。 

以上、簡単ではございますが、その他報告とさせていただき

ます。 

（議長 中川廣美）以上をもちまして、本日の日程はすべて終了い

たしました。皆様方のご協力によりまして、議事が滞りなく進

行出来ました事を心からお礼申し上げます。有り難うございま

した。 

   ただ今、王寺町議会議長の楠本議長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 楠本勝）議長のお許しをいただきましたので、ひとこと王

寺町議会議員を代表いたしまして、発言させていただきます。 

   来る３月２６日に行われる香芝市議会議員選挙は、大変厳し
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い選挙と聞いております。 

   皆様方には精一杯頑張っていただきまして、ご当選され、再

びこの組合議会にお力添えをいただきますことを願っていると

ころでございます。 

   私たち、王寺町の議員も陰ながら応援させていただきますの

で、皆様方のご健闘をお祈り申し上げまして、激励の言葉に代

えさせていただきます。 

   どうか頑張ってくだしさい。 

（議長 中川廣美）続きまして、香芝市議会議長の細井議長より発

言を求められておりますので、よろしくお願いします。 

（議員 細井宏純）ただ今、議長のお許しをいただきましたので一

言お礼の挨拶を述べさせていただきます。 

   ただ今、楠本議長様より身に余る激励のお言葉を賜りまして

香芝市議会を代表いたしまして心よりお礼申し上げます。 

   皆様方からいただきました激励のお言葉に応えられるように

全身全霊打ち込みましてこの選挙戦を戦ってまいる所存でござ

います。そして、当組合の運営に王寺町の議員の皆様方と共に

尽力できますよう精一杯頑張る所存でございます。 

   どうか、皆様方の暖かいお力添えを心からお願いを申し上げ
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ましてお礼の挨拶とさせていただきます。 

   本当にありがとうございます。 

（議長 中川廣美）暫時休憩させていただきます。 

（休 憩） 

（議長 中川廣美）休憩を閉じて再開します。 

（議員 北川重信）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、北川議員。 

（議員 北川重信）香芝市と王寺町の道路について、お尋ねいたし

ます。尼寺と白鳳台の道を王寺町のパッカー車のために造るの

かと一部で言われていますがそれは事実ですか。 

（管理者 吉田弘明）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、管理者。 

（管理者 吉田弘明）今、計画しております道路の件だと思います

けれども、これにつきましては香芝市の都市計画に乗っ取って

計画しているもので、まったくそういったことに当てはまらな

いと申し上げます。これについては、担当部長の方から詳細を

説明したいと思います。 

（部長 堀本武史）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、堀本部長。 
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（部長 堀本武史）街路事業 都市計画道路 畑・分川線につきま

しては、社会資本総合整備計画に基づいて道路事業で計画を進

めているところでございまして、国庫補助率５５パーセントで

進めております。 

   事業目的といたしましては、香芝市地域防災計画で広域避難

所に位置付けられている香芝市スポーツ公園へのアクセス機能

の向上を図ることが期待でき、また香芝市白鳳台地区の通過交

通の分散化が図られることから、当地区の安全対策として機能

できるものとして、災害に対して独立化する恐れのある当地区

の避難経路として位置付けもございます。 

   そういった事で整備するものでございまして、その結果その

後においてパッカー車が通るということになります。以上です。 

（議員 北川重信）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、北川議員。 

（議員 北川重信）ということは、王寺町のパッカー車の為でない

ということですね。わかりました、それで結構でございます。 

（議長 中川廣美）それでは、管理者より閉会の挨拶をお願い致し

ます。 

（管理者 吉田弘明）本日は、議員の皆様方には、何かとお忙しい
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なか、定例会にご出席を賜り誠にありがとうございました。 

また、本日上程いたしました、それぞれの案件につきまして、

議員の皆さまには、慎重審議をいただき、原案どおり可決・承

認賜わりましたこと厚くお礼申し上げます。 

ご審議の中でいただきました、貴重なる皆様方のご意見を真

摯に受け止め、本定例会で可決賜りました平成２９年度の予算

執行につきましても、新しいごみ処施設新設に向け、着実に進

めて参る所存でございます。 

今後とも、絶大なるご支援とご協力を賜りますよう心からお

願い申し上げまして、閉会に当たりましてのお礼の挨拶とさせ

ていただきます。 

（議長 中川廣美）それでは、これをもちまして閉会させていただ

きます。どうもありがとうございました。 

閉会午前１１時３５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、  

署名押印する。 
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