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令和３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３年６月２４日 

２ 招集場所  香芝市役所５階議会委員会室 

３ 出席議員  ８名 

   １番 松 岡 成 行 

   ２番 鎌 倉 文 枝 

   ３番 幡 野 美智子 

   ４番 中 川 義 弘 

５番 川 田   裕 

   ６番 河 杉 博 之 

   ７番 下 村 佳 史 

   ８番 中 谷 一 輝 

４ 欠席議員  なし 

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 福 岡 憲 宏 

副管理者 平 井 康 之 

事務局長 井 上   隆 

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 
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７ 会議の事件は、次のとおりである。 

   １ 香芝・王寺環境施設組合議会議長の選挙について 

２ 香芝・王寺環境施設組合議会副議長の選挙について 

３ 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 

４ 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 

５ 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 

６ 報第１号 令和２年度香芝・王寺環境施設組合一般会

計予算繰越明許費繰越計算書の報告につい

て    

８ 議長は、会議録署名議員に次の者を指名した。 

   １番 松 岡 成 行 

８番 中 谷 一 輝 

９ 開会 午前１０時００分 

 

（事務局次長 平野厚）皆さんおはようございます。事務局次長

の平野でございます。本日の臨時会は改選後の初議会でござ

います。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条

の規定によって、出席議員の中で年長の議員が臨時の議長の

職務を行うこととなっております。年長の鎌倉議員にお願い
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いたします。鎌倉議員、議長席のほうへお願いいたします。 

（議員 鎌倉文枝）ただいま紹介されました鎌倉文枝でございま

す。地方自治法第１０７条の規定によって、臨時に議長の職

務を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、初めに王寺町の中川議長より発言を求められており

ますので、よろしくお願いします。 

（議員 中川義弘）王寺町の中川でございます。よろしくお願い

いたします。ただいま議長のお許しを得ましたので、王寺町

議会議員を代表いたしましてお祝いの言葉を申し上げます。

過日の香芝市議会議員選挙におかれましては、激戦の中、優

秀な成績で当選されましたことを心からお祝い申し上げま

す。皆様方に、今日までの政治手腕や市政発展のために一方

ならぬご活躍をいただいておることを高く評価されました結

果であると確信いたしております。本当におめでとうござい

ます。また、先日の香芝市議会の役員改選によりまして、川

田議員が香芝市議会の議長として就任されましたことを心か

らお祝い申し上げます。誠におめでとうございます。今後と

も川田議長さんをはじめ香芝市議会の皆様方の卓越した行政

手腕によりまして、市政発展のため、また当組合発展のため

ご尽力いただきますとともに、ますますのご活躍を心からお

願い申し上げましてお祝いの言葉とさせていただきます。

我々と共によろしくお願いいたします。 
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（議員 鎌倉文枝）ご苦労さまです。続きまして、香芝市の川田

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 川田裕）はい、議長。 

（議員 鎌倉文枝）川田議長。 

（議員 川田裕）議長のお許しをいただきましたので、香芝市の

議員を代表いたしまして一言御礼を申し上げたいと思いま

す。ただいま王寺町の中川議長様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。今後とも一丸となって、よりよい市政、また

当組合の発展のため誠心誠意頑張ってまいる所存でございま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

また、さきの王寺町選挙におきまして再選を果たされまし

た平井町長におかれましては、香芝議員を代表しまして心か

らお祝いを申し上げます。誠におめでとうございます。今後

とも町政及び組合発展のためご尽力いただきますとともに、

ますますのご活躍を心からお願いを申し上げまして、甚だ簡

単ではございますがお祝いの言葉とさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

（議員 鎌倉文枝）どうもありがとうございました。続きまし
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て、副管理者の平井王寺町長より発言を求められております

ので、よろしくお願いいたします。 

（副管理者 平井康之）はい、議長。 

（議員 鎌倉文枝）はい、平井町長。 

（副管理者 平井康之）王寺町の平井でございます。ただいま川

田議長さんのほうから、本当に身に余るお祝いの言葉を頂戴

いたしました。私ごとながら３期目の重責を与えていただき

ました。王寺町自身のことを申しますと、義務教育学校を来

年４月から開校ということで今鋭意準備を進めております

し、この王寺町議会にもこの組合として、施設等の早期の完

成に向けて、それ以外の施策含めまして、主要課題の今度は

実現に向けて成果を出すときだというふうに思っておりま

す。改めて、皆様方の引き続きのご指導をお願い申し上げま

して、簡単ですけどもお礼の言葉とさせていただきます。今

後ともどうぞよろしくお願いします。 

（議員 鎌倉文枝）ありがとうございました。開会に先立ちまし

て、本日は初議会でございます。理事者、議員各位、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

に理事者のほうから自己紹介をお願いいたします。管理者、

副管理者の自己紹介、よろしくお願いします。 

（管理者 福岡憲宏）はい。 

（議員 鎌倉文枝）はい、管理者。 
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（管理者 福岡憲宏）改めまして皆様おはようございます。香芝

市の福岡でございます。どうかよろしくお願い申し上げま

す。 

（副管理者 平井康之）はい、議長。 

（議員 鎌倉文枝）はい、副管理者。 

（副管理者 平井康之）改めまして王寺町の平井でございます。

よろしくお願いいたします。 

（議員 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。 

（議員 川田裕）香芝市の川田でございます。よろしくお願いし

ます。 

（議員 河杉博之）同じく香芝市の河杉でございます。どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。 

（議員 下村佳史）同じく香芝市の下村佳史です。よろしくお願

いします。 

（議員 中谷一輝）同じく香芝市の中谷でございます。よろしく

お願いいたします。 

（議員 鎌倉文枝）はい、王寺町の。 

（議員 中川義弘）王寺町の中川でございます。よろしくお願い

いたします。 

（議員 幡野美智子）王寺町の幡野美智子でございます。よろし



- 7 - 

くお願いいたします。 

（議員 松岡成行）王寺町議会の松岡です。どうぞよろしくお願

いいたします。 

（議員 鎌倉文枝）王寺町の鎌倉と申します。よろしくお願いし

ます。次に事務局職員の紹介をお願いします。 

（事務局長 井上隆）はい、議長。 

（議員 鎌倉文枝）はい、事務局長。 

（事務局長 井上隆）それでは紹介させていただきます。香芝・

王寺環境施設組合事務局の平野次長でございます。 

（事務局次長 平野厚）平野です。よろしくお願いします。 

（事務局長 井上隆）主幹の吉田でございます。 

（事務局主幹 吉田卓朗）吉田です。よろしくお願いいたしま

す。 

（事務局長 井上隆）そして、私局長の井上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

（議員 鎌倉文枝）ありがとうございました。以上で紹介を終わ

ります。どうか今後ともよろしくお願いいたします。 

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、ただいまの出席議員は８名で、定足数に達していま

す。よって、令和３年第２回臨時会は成立しましたので、開

会いたします。管理者、招集の挨拶をお願いいたします。 

（管理者 福岡憲宏）はい、議長。 
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（議員 鎌倉文枝）はい、管理者。 

（管理者 福岡憲宏）本日、香芝・王寺環境施設組合議会第２回

臨時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いただきまして誠にありがとうござい

ます。 

香芝市においては市議会議員選挙が行われ、今回新しく各

組合議員になられた各議員の皆様、本当におめでとうござい

ます。今後とも当組合の管理運営に対しまして、一層のご支

援とご協力を心からお願い申し上げる次第でございます。 

さて、本日の臨時会の案件につきましては、議長、副議長

の選挙及び特別委員会の委員の選任、さらには監査委員の選

任同意及び一般会計繰越明許費計算書の報告について、でご

ざいます。どうかよろしくご慎重にご審議いただきまして、

原案同意、受理賜りますよう心から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。どうかよろしくお願い申

し上げます。 

（議員 鎌倉文枝）ありがとうございます。これより本日の会議

を開きます。 

議場の進行上、仮議席を指定しております。仮議席は、た

だいまご着席の議席を指定いたします。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

いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

（議員 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。 

日程第１、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、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。 

 

（異議なしの声） 

 

（議員 鎌倉文枝）異議は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２、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。 

お諮りします。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。 

（議員 鎌倉文枝）はい、中川議員。 

（議員 中川義弘）指名推選でお願いしたいと思います。 

（議員 鎌倉文枝）ただいま中川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
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規定による指名推選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） 

 

（議員 鎌倉文枝）異議なしと認め、選挙の方法は指名推選によ

る方法といたします。 

お諮りします。指名の方法については、中川議員から指名

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） 

 

（議員 鎌倉文枝）異議なしと認めます。それでは、中川議員か

ら指名をお願いいたします。 

（議員 中川義弘）はい。 

（議員 鎌倉文枝）はい、中川議員。 

（議員 中川義弘）議長の指名推選でございますが、鎌倉文枝議

員を指名させていただきたいと思います。鎌倉議員は人物並

びに識見につきましても非常に優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。 

（議員 鎌倉文枝）ありがとうございます。 
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ただいま私、鎌倉文枝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） 

 

（議員 鎌倉文枝）異議なしと認めます。ただいま私、鎌倉文枝

が議長に当選となりました。 

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。 

（議長 鎌倉文枝）ただいまご推挙いただきまして、議長になり

ました鎌倉でございます。よろしくお願いいたします。本議

会におきまして、皆様方の推挙により議長という大役をいた

だき、心の引き締まる思いをいたしております。当組合の果

たす役割は大変重要であり、現在旧施設を利用しながら新し

い施設の建設に取りかかっております。いろいろな責任を十

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っております。どうか

皆様のご支援とご協力をいただきまして、議会がスムーズに

進行いたしますように、運営ができますようによろしくお願

いいたします。簡単でございますが、就任の挨拶にさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

日程第３、議席の指定を議題とします。議席は、会議規則
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第３条の規定により、現在ご着席の仮議席を本議席に指定い

たします。 

日程第４、会議録署名議員の指名を行います。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１番

松岡議員、８番中谷議員を指名いたします。よろしくお願い

いたします。 

日程第５、香芝・王寺環境施設組合議会副議長の選挙につ

いて、を議題とします。 

お諮りします。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 川田裕）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、川田議員。 

（議員 川田裕）指名推選でお願い申し上げます。 

（議長 鎌倉文枝）ただいま川田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） 

 

（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

る方法といたします。 
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お諮りします。指名の方法については、川田議員から指名

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） 

 

（議長 鎌倉文枝）異議なしと認めます。それでは、川田議員か

ら指名をお願いいたします。 

（議員 川田裕）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、川田議員。 

（議員 川田裕）香芝市議会の河杉議員を指名したいと存じま

す。河杉議員は香芝市の中でも随一の論者でございまして、

行政にかけては非常にすばらしい識見をお持ちの方でござい

ます。期待を背負って役職を務められると自信を持って推薦

をいたしたいと思います。以上です。 

（議長 鎌倉文枝）ありがとうございます。 

ただいま河杉博之議員が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 鎌倉文枝）異議なしと認めます。ただいま河杉博之議員

が副議長に当選されました。 
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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。副議長に当選されました河杉博之議員か

ら、副議長就任のご挨拶をよろしくお願いします。 

（副議長 河杉博之）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、河杉議員。 

（副議長 河杉博之）ただいまご紹介いただきました河杉博之で

ございます。皆様方の温かいご推挙の下、当議会の副議長と

いう大任を拝しました。鎌倉議長を支え、また皆様とともに

当議会の発展に尽力を尽くす所存でございますので、どうぞ

皆様よろしくお願いを申し上げます。本日は大変にありがと

うございました。 

（議長 鎌倉文枝）どうもありがとうございます。 

それでは、日程第６、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。 

お諮りします。委員の選任については、香芝・王寺環境施

設組合議会特別委員会条例第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。委員を選任したいと

思います。事務局、委員の発表をお願いします。 

（事務局次長 平野厚）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、平野さん。 

（事務局次長 平野厚）香芝・王寺環境施設組合新ごみ処理施設
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建設調査特別委員会の委員。議席番号１番、松岡成行議員。

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、川田裕議

員。議席番号６番、河杉博之議員。議席番号７番、下村佳史

議員。議席番号８番、中谷一輝議員。以上です。 

（議長 鎌倉文枝）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 鎌倉文枝）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いたしまし

た。 

日程第７、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、議案の朗読をお願いします。 

（事務局次長 平野厚）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、平野さん。 

（事務局次長 平野厚）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
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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ので議会の同意を

求める。令和３年６月２４日提出。香芝・王寺環境施設組合

管理者福岡憲宏。以上です。 

（議長 鎌倉文枝）理事者、提案説明をお願いします。 

（事務局長 井上隆）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、井上局長。 

（事務局長 井上隆）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

ついて提案理由をご説明申し上げます。本案は、本年６月で

退職予定の香芝・王寺環境施設組合監査委員、近藤洋氏の後

任に、人格公正で識見豊かな高津孝至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。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。 

（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。質疑のある方、ご発言願います。 

 

（なしの声あり） 

 

（議長 鎌倉文枝）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、専決することにご異議ございま
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せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（議長 鎌倉文枝）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 鎌倉文枝）よって、本案は原案どおり同意いたします。 

日程第８、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、を議題とします。ここ

で、地方自治法第１１７条の規定により、中谷議員の退場を

求めます。 

事務局、議案の朗読をお願いします。 

（事務局次長 平野厚）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、平野次長。 

（事務局次長 平野厚）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、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。令和３年６月２４日提出。香芝・王寺環境施設
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組合管理者福岡憲宏。以上です。 

（議長 鎌倉文枝）理事者、提案説明をお願いします。 

（事務局長 井上隆）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、井上局長。 

（事務局長 井上隆）ただいま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幡野美智子委員の後

任に、人格公正で識見豊かな本組合議員の中谷一輝氏を本組

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。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。 

（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。質疑のある方、ご発言願います。ございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

（議長 鎌倉文枝）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。 
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（異議なしの声） 

 

（議長 鎌倉文枝）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 鎌倉文枝）よって、本案は原案どおり同意いたします。

ここで、中谷議員の入場を許可します。 

日程第９、報第１号令和２年度香芝・王寺環境施設組合一

般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について、を議題と

いたします。事務局、議案の朗読をお願いします。 

（事務局次長 平野厚）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、平野次長。 

（事務局次長 平野厚）報第１号令和２年度香芝・王寺環境施設

組合一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について。令

和２年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算の繰越明許費

は、次のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令

第１４６条第２項の規定により報告する。令和３年６月２４

日提出。香芝・王寺環境施設組合管理者福岡憲宏。以上で

す。 

（議長 鎌倉文枝）ご苦労さまです。理事者、提案説明をお願い
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します。 

（事務局長 井上隆）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、井上局長。 

（事務局長 井上隆）ただいま上程になりました報第１号の提案

理由をご説明申し上げます。本案は、繰越明許費として議決

いただきました各事業について、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により報告するものでございます。 

施設費の塵芥処理施設費における一般廃棄物処理施設整備

工事及び１号炉バグフィルター補修工事につきまして、繰越

明許費設定の議決をいただきました合計１億４，４５１万

９，０００円を翌年度に繰越しさせていただいたものでござ

います。主な繰越理由といたしましては、新施設整備工事の

進捗が遅れたことによる交付金の繰越しが生じたこと、並び

に現施設の１号炉につきまして発生したダイオキシン等をろ

過するバグフィルターを本年３月から４月にわたり緊急補修

を行う必要が生じたことによるものでございます。なお、翌

年度繰越額の財源といたしましては、国県支出金、地方債及

び一般財源となってございます。何とぞよろしくご審議をお

願い申し上げます。 

（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。質疑のある方、ご発言をお願いします。ございません

か。 
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（なしの声あり） 

 

（議長 鎌倉文枝）ないようですので、質疑を打ち切ります。 

報第１号につきましては、報告を受理いたします。 

ここで暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

（議長 鎌倉文枝）休憩を解いて再開いたします。 

ただいま川田議員から発議第１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調査事項について、が

提出されました。この発議は２人以上の賛成者がありますの

で、成立をしています。 

お諮りします。発議第１号を日程に追加し、直ちに議題と

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）異議がないようでございますので、発議第１

号を日程に追加し、直ちに議題とすることにいたします。 

それでは、発議第１号につきまして提案者より提案説明を
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求めます。 

（議員 川田裕）はい、議長。 

（議長 鎌倉文枝）はい、川田議員。 

（議員 川田裕）発議第１号につきまして提案理由の説明をさせ

ていただきます。当委員会が設置された平成２９年１０月３

１日より既に３年半以上が経過していることから、委員会の

審議内容を、より充実させるために調査事項に以下を追加い

たします。一つは、新ごみ処理施設の建設に伴う新型コロナ

ウイルスの対策につきまして、もう一つが新ごみ処理施設の

建設に伴う現施設の跡地利用について、ということでござい

ます。その他は、ほかの、幅広く、多くの審議が行われます

ように追加をしております。どうか原案可決賜りますようお

願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。 

（議長 鎌倉文枝）ありがとうございます。 

これより質疑に入ります。質疑のある方、ご発言をお願い

します。ございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

（議長 鎌倉文枝）ないようですので、質疑を打ち切ります。 

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。 
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（なしの声あり） 

 

（議長 鎌倉文枝）ないようですので、討論を打ち切ります。 

これより発議第１号について、を採決します。本案は原案

どおり可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、発議第１号は

原案のとおり可決することに決定いたしました。 

これをもって第２回臨時会に付議されました案件の審議は

全部終了いたしました。 

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

様方のご協力によりまして議事が滞りなく進行できましたこ

とを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します。はい、管理者。 

（管理者 福岡憲宏）本日は、議員の皆様方には何かとお忙しい

中、臨時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案件につきまして、議員の皆様に

慎重審議をいただき、原案どおり同意、受理賜りましたこと

を厚くお礼申し上げます。どうか議員の皆様におかれまして
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は、今後とも当組合の発展のために、また新施設建設のため

に絶大なるご支援、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

がとうございました。 

（議長 鎌倉文枝）ありがとうございます。 

これをもちまして令和３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。 

 

 閉会 午前１０時３０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。 

 

  令和３年６月２４日 

 

   香芝・王寺環境施設組合議会 

 

 

   議  長 

 

 

   署名議員 

 

 

   署名議員 

 


