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第３回香芝・王寺環境施設組合議会定例会議事日程 

 

平成２８年１０月３１日 

午前１０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 認第１号 平成２７年度香芝・王寺環境施設組合一般

会計歳入歳出決算の認定について 

日程第４ 議第６号 平成２８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 

日程第５ その他報告 

 

閉会 

 管理者閉会の挨拶 
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平成２８年第３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２８年１０月３１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 

   監査委員 近 藤  洋  会計管理者 佐谷妃佐子 

   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 
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事務局主事 長 田 佳 文 

７ 会議の事件は、次のとおりである。 

   認第１号 平成２７年度香芝・王寺環境施設組合一般会計 

歳入歳出決算の認定について 

   議第６号 平成２８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 

８ 議長は、会議録署名議員に次の者を指名した。 

   ３番 幡野美智子   ６番 北 川 重 信 

９ 開会  午前１０時００分 

（議長 中川廣美）皆様おはようございます。 

本日、香芝・王寺環境施設組合議会告示第３号をもって、第

３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。 

会議に入らせていただく前に、去る１０月１日付で事務局 

職員に人事異動がありましたので、事務局長より報告させます。 

（事務局長 坪内達雄）只今議長の方からありました人事異動で 

ございますが、１０月１日付けで、事務局次長として赴任いた

しました卜部茂和でございます。よろしくお願いいたします。 

（事務局次長 卜部茂和）卜部でございます。よろしくお願いいた
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します。 

（事務局長 坪内達雄）前任でありました辻本でございますが、  

本庁の広報課の方へ移動となりました。 

   皆様にありがとうございましたと伝言を受けております。 

（議長 中川廣美）それでは本日、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。 

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。 

   改めましておはようございます。 

朝昼すっかりと涼しく、いや、もう寒くなって参りました。

これから来月から１１月、いろいろ冬に向けての身支度など、 

議員各位におかれましてはお身体をご自愛いただきたい、この

ように思います。 

今もございましたように本日につきましては香芝・王寺環境

施設組合議会、第３回の定例会を開催させていただくことに 

なりました。 
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議員各位におかれましては大変お忙しい中、ご出席賜りまし

たこと、厚く御礼申し上げます。 

日頃は、当組合の運営に当たりまして、ご協力とご指導賜っ

ておりますこと厚く御礼申し上げたいと思います。 

さて、当組合におきましては新たな施設の建設に向けて取り

組んでいるわけでございますけれども、来年度におきましては

いよいよプラントメーカーの選定もございますし、香芝も王寺

も環境先進都市として相応しい新たなクリーンセンターの新設

に向けて取り組んでいきたいと思いますので、今後ともご指導

ご協力をお願い申し上げたいと思います。 

さて、本日の議案につきましては二つ。 

一つは平成２７年度の歳入歳出決算の認定を賜りたいと思い

ます。 

そして、もう一つは平成２８年度の補正予算のご承認をいた

だきたいと思っております。 

また、本日は決算にあたりましての報告のために近藤監査 

委員にお越しいただいております。 

ありがとうございます。 

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 
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それではどうか慎重ご審議賜りまして原案承認を賜ります 

ようお願い申し上げまして、開会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 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条の規定による定足数に達していますの

で、平成２８年第３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くことに、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すので、３番、幡野美智子 

議員、６番、北川重信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、

本日 1日といたします。 

続きまして、日程第３、認第 1 号、平成２７年度香芝・王寺

環境施設組合一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題と 

いたします。 

この件については、決算の認定でございますので代表監査 

委員の近藤洋委員にご出席をいただいております。 

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。 

   認第１号 平成２７年度香芝・王寺環境施設組合一般会計 
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歳入歳出決算の認定について、平成２７年度香芝・王寺環境  

施設組合一般会計歳入歳出決算について、別紙のとおり認定を

求める。 

   平成２８年１０月３１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。 

（会計管理者 佐谷妃佐子）はい、議長。 

ただいま、提案になりました、認第１号 平成２７年度香芝・

王寺環境施設組合一般会計歳入歳出決算の認定について、提案

理由説明を申し上げます。 

まず、決算書の１７頁をお開きください。 

実質収支に関する調書でございますが、歳入総額は、６億  

１千４５８万４千円、歳出総額は、５億９千８８９万８千円で、

歳入歳出差引額は、１千５６８万６千円でございます。 

翌年度に繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額

も同額の１千５６８万６千円となっております。 

次に、議案書１８頁及び１９頁をお開きください。 

まず、歳入から、ご説明申し上げます。 

款１．分担金及び負担金は、予算現額が、４億５千４５８万
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４千円に対し、収入済額も同額であります。 

内訳といたしまして、香芝市は、３億１千７１２万７千円で、

前年度比４千１１７万４千円の増であります。 

王寺町は、１億３千７４５万７千円で、前年度比１千９００

万 1千円の増であります。 

香芝市と王寺町の比率は、香芝市は、６９．７６％、王寺町

は、３０．２４％であります。 

次に、款２．使用料及び手数料は、予算現額１億１千１８０

万６千円に対し、収入済額が１億１千４４５万３千２４６円で、

執行率は１０２．３７％で、前年度比、５９万１千７２円の増

であります。 

内訳といたしまして、事業系が１億２４９万１千７４７円 

前年度比、５６万５千６６９円の増、自己搬入が、１千１９６

万１千４９９円で、前年度比、２万５千４０３円の増となって

おります。 

次に、款３．国庫支出金は、当ごみ処理施設の基幹的設備  

改良事業として長寿命化計画に基づき延命化計画を進めており

ましたが、施設の老朽化等を考え、国及び県とも協議し、循環

型社会形成推進地域計画の変更承認を平成２７年３月３１日付
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でいただきましたので、新設に必要な計画支援事業に対する 

循環型社会形成推進交付金１千１９１万６千円であります。 

次に、２０頁及び２１頁をお開きください。 

款４．繰越金は、前年度繰越金として８１７万９７０円を繰

り越しております。 

次に、款５．諸収入は、予算現額２千４３１万円に対し、   

収入済額は、２千５４５万９千９４６円で、執行率は、１０４．

７３％であります。 

前年度比は、８千１８万１千７４５円の減であります。 

この減額理由は、アルミ缶等の売却収入といたしまして  

６１８万１４５円減とあわせまして、共済保険で補てんされま

した粗大ごみ処理施設の爆発による復旧工事費の７千４００万

１千６００円減額となっております。 

以上、歳入総額は６億１千４５８万４千１６２円で、執行率

は１００．６２％で、前年度比は、２億２千５８３万５千   

６７６円の減、率にして２６．８７％の減であります。 

それでは、続きまして「歳出」についてご説明いたします。 

議案書２２頁及び２３頁をお開きください。 

款１．議会費は、予算現額８６万３千円に対し、支出済額が、
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７１万９千３８０円、執行率は、８３．３６％、前年度比、   

３０万７千９８２円の減であります。 

主な減額理由といたしましては、香芝・王寺環境施設組合  

事務調査特別委員会を廃止いたしました議員報酬等の減額で 

あります。 

次に、款２．総務費は、予算現額６千７４７万６千円に対し、

支出済額が、６千５６０万２千６０６円、執行率９７．２２％ 

前年度比３７７万５千７０９円の増であります。 

主な要因は、職員１名の増による人件費等であります。 

   次に、２６頁及び２７頁をお開きください。 

款３．施設費は、予算現額、５億３千６７４万９千円に対し、

支出済額が、５億２千８８７万８千１８６円、執行率９８．  

５３％、前年度比、２億３千７１３万７千７２７円の減であり

ます。 

主な要因は、委託料で、ごみ処理施設の新設に伴います、 

循環型社会形成推進地域計画及び基本計画の策定業務、地質

調査業務、施設基本計画等の策定、並びに平成２７年度分の  

生活環境影響調査業務は新規事業として執行いたしました。 

また、前年度との主な減額理由といたしましては、焼却炉の
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大規模改修工事が平成２６年度に完了したことであります。 

次に、２８頁及び２９頁、款４、公債費は、一般廃棄物処理

事業債として、元金・利子で、３６９万８千２５０円、執行率

９９．９０％で前年度比３１万９千５５４円の増であります。 

なお、一般廃棄物処理事業債の平成２８年５月３１日現在の

未償還元金は、２億８８０万円であります。 

次に３０頁及び３１頁、款５．予備費につきましては、予算

現額２００万円全額を不用額として措置しております。 

以上、歳出総額は、５億９千８８９万８千４２２円で、執行

率、９８．０５％、前年度比、２億３千３３５万４４６円の   

減額、率にして２８．０４％の減であります。 

次に３２頁及び３３頁、財産に関する調書でございますが、

変更はございません。 

以上が、平成２７年度一般会計歳入歳出決算の提案理由説明

とさせていただきます。 

慎重、ご審議のうえ、原案認定賜りますよう、よろしくお願

いいたします。 

（議長 中川廣美）続きまして、代表監査委員の近藤委員より、  

決算審査の結果について報告していただきます。 
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近藤監査委員お願いします。 

（監査委員 近藤洋）はい、議長。 

監査委員の近藤洋でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、  

審査に付されました平成２７年度香芝・王寺環境施設組合一般

会計歳入歳出決算に係る審査を終えましたので、その結果に 

ついてご報告申し上げます。 

なお、この審査報告は、８月２５日に幡野監査委員との合議

の結果であります。 

審査対象は、平成２７年度香芝・王寺環施設組合一般会計  

歳入歳出決算書及び関係帳簿、証書類であります。審査方法は、

管理者から提出されました、審査対象調書等に関しまして、  

審査及び照合を行い、計数の正確性、予算の執行状況について

慎重審査いたしました。 

また、あわせて事務局から説明を受けまして、より正確性を

期しております。 

審査結果につきましては、平成２７年度歳入歳出決算書及び

付属書類は、関係法令の諸規定に準拠して作成されており、  
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照合点検いたしましたところ、計数は一致符合し正確であり

ました。 

なお、国から地方公共団体に平成２９年度までに統一的基準

による財務書類を作成するよう要請が行われており、財政の 

効率化・適正化に資するものであることから、予算編成をはじ

め資産の適正な管理などに幅広く活用し、分かりやすい財務 

情報の提供に努められるよう意見を申し添えております。 

以上、決算審査のご報告といたします。   

（議長 中川廣美）有り難うございました。 

これより質疑に入ります。 

質疑のある方ご発言願います。 

 

（「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、原案を認定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すので、認第１号について

は、原案を認定することに決定いたしました。 

なお、本案が認定されましたので、近藤監査委員さんには  

ご退席をいただきます。 

大変お忙しい中、ご出席いただきましたこと、心からお礼申

し上げます。 

有り難うございました。 

（監査委員 近藤洋）退席させていただきます。 

（議長 中川廣美）続きまして、日程第４、議第６号、平成２８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６号 平成２８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２８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、別紙のとおり

議決を求める。 

平成２８年１０月３１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。 



16 

 

（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。 

只今提案なりました「議第６号 平成２８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」の提案  

理由をご説明申し上げます。 

本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１千   

２３７万２千円を増額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ７億１千１５０万２千円とするものでございます。 

   補正の内容は、歳入におきましては、款４．繰越金で、平成

２７年度収支決算による増額として１千２３７万２千円を 

増額するものでございます。 

歳出につきましては、款３．施設費 項１.施設費 目１．

塵芥処理施設費におきましては、平成２８年６月１８日に発生

した２号炉ガス冷却塔下のコンベアの故障に対応するためで

ございます。 

内訳は、噴射水を送り込むポンプの水漏れを止めるための 

解体修理に係る費用として消耗品費１千２万２千円及び修繕

料５５万１千円の増額、２号炉集じん灰集合コンベア更新工事

等にかかる費用として工事請負費１千７９万９千円の増額 
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補正をお願いするものでございます。 

   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願います。 

（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）先ほど管理者から冒頭にお話しがありました、

施設の建て替えによる地元対策事業になるのか分かりませんが、

都市計画道路等色々あると思いますが、その進捗状況を教えて

いただきたい。 

（部長 堀本武史）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、堀本部長。 

（部長 堀本武史）まず、道路事業からご説明させて頂きます。 

   現在、道路の詳細設計が終わっておりまして、王寺町美しヶ

丘から焼却場へ登っていく道路までの約２５０ｍの計画で橋梁

の詳細設計を行っているところでございまして、併せてボーリ

ング調査を行っているところでございます。 

   続きまして、地元各４ヶ自治会との新設協議締結については、
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尼寺、白鳳台、下寺はすでに締結済みですが、最終の平野と   

平成２８年２月２３日に締結させて頂いたところでございます。 

   その新設協議に係る要望工事がございまして、各それぞれ 

行っていくところでございます。 

   たとえば、尼寺自治会におきましては道路新設事業、白鳳台

自治会におきましては地域交流センター整備事業、これにおき

ましては建設工事の同意を頂いたところでございます。 

   続きまして、下寺自治会、平野自治会におきましては各自治

会内の狭隘道路整備事業の要望を頂いております。 

（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）完成は、いつごろですか。 

（部長 堀本武史）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、堀本部長。 

（部長 堀本武史）それぞれの自治会でスケジュールが違いますが、

たとえば、狭隘事業については概ね３０年位までには行ってい

きたいと思っておるところでございます。 

   白鳳台自治会については、地域交流センターは進行中でござ

います。 
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   尼寺自治会の新設事業については、今後設計図を進めていく

ところで、工事につきましては、概ね３０年頃までには計画を

していきたいと考えております。 

（議長 中川廣美）他にございませんか。 

（議員 鎌倉文枝）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、鎌倉議員。 

（議員 鎌倉文枝）今の道路の件につきまして、王寺町美しヶ丘か

ら橋が道路に結ぶということですが、王寺町美しヶ丘の交通量

が非常に変わってくるとか色々な問題が出てきますが、それに

対しての地元の了解とか説明はどのようになっていますか。 

（部長 浅井克矢）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、浅井部長。 

（部長 浅井克矢）建て替えについては、地元の地区連合さんと  

再三説明会をさせて頂いており、建て替えと同時に都市計画 

道路の関係もお話をさせて頂いております。 

   交通量が増えてくるということで、地元の方々には工事前に

交通量調査をさせて頂くということで、これにつきましては 

香芝市さんと進捗を見ながら調査の予定をさせて頂きます。 

   当然影響いたします地元に対する説明会については、自治会
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長さんと調整し開催する予定でございます。 

（議員 鎌倉文枝）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、鎌倉議員。 

（議員 鎌倉文枝）地区連合とお話をされたということでしょうか。 

（部長 浅井克矢）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、浅井部長。 

（部長 浅井克矢）予定も含めて概算の説明をさせて頂いておりま

すが、その中で車の台数がどれくらい増えるのかというご質問

がございまして、王寺町といたしまして当然調査をさせて頂き

ますと回答をさせて頂いております。 

（議員 鎌倉文枝）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、鎌倉議員。 

（議員 鎌倉文枝）地域の方は交通量の事とかを気にされておりま

すので、早めに日程をとって頂き地元の理解を深めていくよう

に、よろしくお願いします。 

（議長 中川廣美）他にございませんか。 

（議員 中川義弘）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、中川議員。 

（議員 中川義弘）補正にありました、工事について入札を行うの
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か、どのような発注を考えておられるんですか。 

（事務局長 坪内達雄）はい、議長。 

（議長 中川廣美）はい、事務局長。 

（事務局長 坪内達雄）ただいまご質問のありました、工事に関わ

る入札等でございますが、現在稼働しております炉の設置業者

であります日立造船株式会社にお願いするという形になって 

おりまして、他社がこの工事を行う場合、部品の調達やあるい

は色々と改修を重ねておりますので当初の仕様どおりになって

いない状況でこの内容を熟知している又単独でこの工事を行え

る業者は日立造船以外はないという現状を勘案しまして、随意 

契約で行ってまいりたいと思います。 

（議長 中川廣美）他にございませんか。 

 

（「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。 
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（「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６号

は、原案を可決することに決定いたしました。 

以上を持ちまして、本日の議事はすべて終了しました。 

続きまして、日程第５、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 

（事務局長 坪内達雄）それでは、私の方からその他報告といた  

しまして、去る６月の臨時議会終了後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。 

まず、新ごみ処理施設整備事業に対する循環型社会形成推進

交付金の国庫補助申請に必要な「香芝・王寺地域循環型社会  

形成推進地域計画」につきまして、３月３１日付けで環境大臣

の承認をいただきました。 

続いて、施設建て替えに伴う「生活環境影響調査」につきま

しては、昨年の冬から四季を通じた調査を行ってきましたが、

残っておりました春・夏・秋の調査も滞りなく終え、現在コン
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サル業者におきまして調査結果の報告書を作成させているとこ

ろでございまして、年明けには奈良県の審査を受け、年度末に

条例に基づき縦覧を予定しているところでございます。 

また、ＰＦＩ等の「民間活力導入可能性調査」業務につきま

しても、プラント業者９社に市場調査を行いまして、４社から

回答を頂戴いたしましたが残り５社が不参加の意思が表明され

ております。 

併せてそれぞれのプラント業者に施設基本計画に基づく見積

仕様書を作成いたしまして、概算見積書提出を求めており、  

本日３１日がその提出期限となっておりまして、先週末時点で

３社が見積書を提出するとの意思表明がなされております。 

今日までのところ、新設に向けまして概ねスケジュールどお

り進捗しておりまして、来年度中には入札による業者選定を 

行い、３０年度早々に着工できるよう鋭意事業を進めて参り 

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。 
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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。 

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）はい、議長。 

本日は、議員の皆様方には、何かとお忙しいなか、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「平成２７年度一般会計歳入  

歳出決算」及び「平成２８年度一般会計補正予算」につきまし

て、慎重審議を賜り、原案どおり認定・可決いただきましたこ

と、厚くお礼申しあげます。 

当組合の新しいごみ処理施設が、高効率の焼却熱を利用した

発電設備を持つクリーンセンターとして、香芝市・王寺町が  

他市町に誇れる施設になるよう、どうか議員の皆さまにおかれ

ましても、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。 
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どうも有り難うございました。 

 

閉会午前１０時３５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、  

署名押印する。 

 

平成２８年１０月３１日 

 香芝・王寺環境施設組合議会 

 

     議  長 

 

     署名議員 

 

     署名議員 


