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平成２７年第１回香芝・王寺環境施設組合定例会会議録  

１ 招集年月日 平成２７年２月１９日（木） 午前１０時００分 

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    ５ 番  森 井 常 夫 

２ 番  楠 本  勝     ６ 番  中 村 良 路 

３ 番  小 泉  強     ７ 番  河 杉 博 之 

４ 番  松 岡 成 行    ８ 番  小 西 高 吉 

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 吉 田 弘 明    

副管理者 平 井 康 之           

香芝市市民環境部長 森 田 庄 一 

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 辻 本 博 一 

６ 会議の記録書記は、次のとおりである。 

  事務局次長 松田 武司  事務局次長 山村 幸男 
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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。 

承第１号 一般職の職員の給与に関する条例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 

 

承第２号 平成２６年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算（第

２号）の専決処分の報告及び承認について 

 

議第１号 平成２６年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算（第

３号）について 

議第２号 平成２７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。 

４番 松 岡 成 行  ７番 河 杉 博 之 

 

開会 午前１０時００分 

（議長）（楠本 勝）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
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お願いを申し上げます。 

それでは、最初に管理者より招集のご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。 

２月も中頃を過ぎまして、立春そして雨
う

水
すい

ということでございます。寒

さの中にも、少しずつ春が近づいているような感じがいたします。そん

な中、本日は、第１回香芝・王寺環境施設組合の議会を開催させていた

だくことになりました。大変お忙し中、議員各位の皆様方には、ご出席

を賜わり、本当にありがとうございます。日頃は、当組合の運営に格段

のご尽力を賜りますことを改めて御礼申し上げます。   

さて、本日は、まず上程させていただいておりますのは、一般職の職員 

の給与に関する条例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、第２といたしまして、平成２６年度一般会計補正予算第２号

の専決処分の報告及び承認について、そして、平成２６年度一般会計補

正予算第３号について、最後に、平成２７年度一般会計予算について、

以上４案を上程させていただいております。特に、平成２７年度予算に

つきましては、当初、施設の長寿命化を考えておりました計画から、新

設更新ということで、地元の自治会とも協議をさせていただいて、概ね

ご理解をいただいているところでございます。 
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平成２６年度は、地域計画及び基本計画の見直しを行い、２７年度につ

きましては、新しい施設を建てていくための調査等に予算編成をさせて 

いただいております。 

どうか慎重審議を賜りまして、原案承認、可決を賜わりますようお願い

申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

（議長）（楠本 勝）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。 

ただ今の出席議員は８名でございますので、地方自治法第１１３条の規 

定による定足数に達しておりますので、平成２７年第１回定例会を開会

いたします。 

先ず、本日の議事日程につきましては、お手もとに配布いたしておりま

す議            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）（楠本 勝）異議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。 

（議長）（楠本 勝）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きまして、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

(議  長) (議  長) 

(議  長) (議  長) 
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（議長）（楠本 勝）異議ないようですので、４番松岡成行議員、７番河杉

博之議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。   

（議長）（楠本 勝）続きまして、日程第２、会期の決定を議題といたしま 

す。おはかり致します。 

本定例会の会期は、本日１日と致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）（楠本 勝）異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日１日といたします。 

（議長）（楠本 勝）続きまして、日程第３、承第１号 一般職の職員の給

与に関する条例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）（山村幸男）はい、議長。  

承第１号 一般職の職員の給与に関する条例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１７９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の一部を改正する条例につい

て、別紙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２７年２月１９日提出。香芝・王寺環境施設組
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合 管理者 吉田弘明以上でございます。 

（議長）（楠本 勝）それでは、理事者より提案説明願います。 

（事務局長）（辻本博一）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。 

   本案につきましは、平成２６年８月１７日付けで人事院勧告があり、国

において一般職の職員の給与に関する法律昭和２５年法律第９５号の

一部改正する法律が平成２６年１１月１９日に公布され、地方自治体に

おいても人事院勧告に準じるよう要請がございました。この一部改正を受

けまして、当組合においても、一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正することについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により平

成２６年１２月１８日付けで専決処分を行いましたので、同条第３項に

よりまして議会に報告し承認を求めるものでございます。 

以上が本案の提案理由説明であります。 

何卒、慎重審議のうえ、原案承認を賜りますよう、お願い申し上げます。 

以上でございます。 

（議長）（楠本 勝）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。 
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（「質疑なし」との声あり） 

質疑ないようですので、質疑を打ち切ります。討論を省略して採決する

ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（議長）（楠本 勝）異議なしと認めます。 

おはかりいたします。本案については、報告のとおり承認することに、

異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（議長）（楠本 勝）異議なしと認めます。 

よって、承第１号については、報告のとおり承認されました。 

（議長）（楠本 勝）続きまして、日程第４、承第２号、平成２６年度香芝・ 

王寺環境施設組合一般会計補正予算第２号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）（山村幸男）はい、議長。 

承第２号 平成２６年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算第

２号の専決処分の報告及び承認について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、平成２６年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正

予算第２号について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の
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規定により報告し、その承認を求める。平成２７年２月１９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）（楠本 勝）それでは、理事者から提案説明を願います。 

（事務局長）（辻本博一）はい、議長。 

ただ今、上程なりました承第２号、平成２６年度香芝・王寺環境施設組

合一般会計補正予算第２号の専決処分の報告及び承認について、提案理

由を申し上げます。 

議案書２１ページをお開きください。 

本案は、歳入歳出それぞれ４，５００万円を追加し、歳入歳出の総額を

８億５，０３２万９千円とするものでございます。    

議案書２４ページをお開きください。第２表地方債の補正といたしまし

て、当初起債対象事業費２億１千万円の財源といたしまして、一般廃棄

物処理施設整備事業債の充当率７５％、交付税算入率３０％の１億５，

７５０万円を限度額といたしましたが、当事業が充当率９０％、交付税

算入率５０％の重点化事業の条件の一つであります平成３年度以前の

着工で単独事業に該当することから、平成２６年１２月に変更申請をい

たしましたので、地方債の限度額を１億５，７５０万円から２億２５０

万円に地方債の補正を行いました。なお起債の方法、利率並びに償還の

方法につきましては、補正前と同じであります。 
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次に、２８ページをお願いします。 

歳入歳出の事項別明細でございます。まず歳入につきましては、款６組

合債、項１組合債、目１施設債、節１一般廃棄物処理事業債で４，５０

０万円を補正しております。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、節１５工事請負費におきまして、バグフィ

ルター更新工事で１，５４２万８千円、ごみ処理施設改修工事といたし

まして、ごみ投入ホッパ水冷ジャケット及び焼却後の灰を搬出いたしま

すコンベア更新工事で、２，９５７万２千円の補正について、地方自治

法１７９条第１項の規定により、平成２７年１月８日付けで専決処分を

行いましたので、同条第３項により、議会に報告し承認を求めるもので

ございます。 

何卒、慎重ご審議のうえ原案承認を賜りますよう、お願い申し上げます。 

（議長）（楠本 勝）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） 

質疑ないようですので、質疑を打ち切ります。討論を省略して採決する

ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（議長）（楠本 勝）異議なしと認めます。 
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おはかりいたします。本案につきましては、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）（楠本 勝）異議なしと認めます。 

よって、承第２号については、報告のとおり承認されました。 

（議長）（楠本 勝）続きまして、日程第５、議第１号、平成２６年度香芝・ 

王寺環境施設組合一般会計補正予算第３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）（山村幸男）はい、議長。 

議第１号 平成２６年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算第３

号について、別紙のとおり議会の議決を求める。 

平成２７年２月１９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）（楠本 勝）それでは、理事者から提案説明を願います。 

（事務局長）（辻本博一）はい、議長。 

ただ今、上程なりました議第１号平成２６年度香芝・王寺環境施設組合 

一般会計補正予算第３号について、提案理由を申し上げます。 
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議案書の３５ページをお開きください。 

本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，１６０万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ８億３，８７２万９千円

とするものでございます。 

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入からご説明申し上げま

す。 

議案書４２ページをお開きください。 

款１分担金及び負担金、項１分担金、目１組合市町分担金におきまし

て、１，５０９万２千円の減額で、この内香芝市が１，０５６万１千

円。王寺町が４５３万１千円の減額でございます。 

なお、負担割合は、香芝市が７０．０％ 王寺町が３０．０％で、当初

予算と同様でございます。なお、この分担金の算出につきましては、組

合規約第１２条第２号維持管理費を算出いたします自主財源が１億４，

４４０万円増額し、歳出総額が１億２，９３０万８千円増額しておりま

す。その差額分であります１，５０９万２千円を減額するものでござい

ます。次に、款２使用料及び手数料、項１手数料、目１組合手数料に

おきまして、１４０万円を減額し、１億１，４０２万円とするもので

ございます。主な補正理由は、事業系許可業者手数料が当初より搬入

量が２２０トン、率にして、２．９％減であり、金額にして３１０万
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円の減額でございますが、自己搬入の事業者で、３６トン、５．３％

増。個人で７４トン、１９．６％増であり金額にして１７０万円の増

でございます。その差額として１４０万円を減額するものでございま

す。次に、款３国庫支出金、項１国庫補助金、目１施設費国庫補助金

につきましては、当初予算では、長寿命化計画の基幹的設備改良事業

に係ります計画支援事業といたしまして、３００万円を予算計上して

おりましたが、施設の整備方針が新設事業に変更したことから、当該

交付金の取り下げ申請を平成２７年１月１７日付けで行いました。そ

のため全額を減額するものです。 

次に、款５諸収入、項１雑入、目１雑入につきましては、アルミ缶等

の入札の売却単価が、当初より上昇いたしましたので、７８９万２千

円増額し、１億３７９万４千円とするものでございます。 

続きまして、歳出につきましてご説明いたします。４４ページをお開き

ください。款１議会費、項１組合議会費、目１議会費で、１１万２千

円を減額しております。補正理由といたしましては、節１３の委託料

の１１万２千円は、議事録作成業務委託料でございましたが、この議

会議事録は職員で作成することといたしましたので、全額を減額し、

１１６万円とするものでございます。 

款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費におきまして、８５ 
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万円を増額し、６，１７４万４千円とするものでございます。 

主な補正理由は、先ほどご承認いただきました一般職の給与改正、

及び２６年４月職員１名の異動に伴いまして節２．給料で８４万３

千円を増額、節４共済費で、２１万５千円の増額をするものでござ

います。 

節１２役務費は、公用車等の保険料で２万円の減額。節１４使用料

及び賃借料で、事務用機器の借上げで、１１万円そして、公用車借

上げで９万３千円合わせまして２０万３千円を減額しております。 

   節１９負担金補助及び交付金は、給与改正に伴います退職手当組合

負担金で、組合職員３名分として１万５千円を増額しております。 

次に、款３施設費、項１施設費、目１塵芥処理費におきましては、 

１，２３３万８千円を減額し、７億７，０１４万６千円とするもの

でございます。主な補正理由といたしましては、節１１需用費の光

熱水費で、１８８万６千円を減額しております。この理由といたしま

して、水道使用量の減量による水道料金の減額でございます。 

また、修繕料では、ごみ処理及び粗大ごみ処理施設の改修工事を行い

ましたので、設備修繕に係ります経費１５０万円を減額するものでご

ざいます。 

節１３委託料につきましては、先ほど歳入でご説明いたしましように、
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ごみ処理及び粗大ごみ処理施設の長寿命化事業から新設に計画変更

をいたしましたので、当該基幹的設備改良事業に係ります計画支援事

業委託料を減額するものでございます。なお、新設に向けまして、平

成２３年度から２７年度までの５ケ年計画で提出しておりました地域

計画等の変更が必要となりましたので、この関連事業といたしまして当

委託料から変更査定委託料といたしまして４４万８千円を流用させて

いただき執行させていただきましたので、その差額分として８５５万２

千円を減額するものでございます。節１９負担金補助及び交付金につ

きましては、汚染負荷量賦課金が８８万７千円と決定いたしました

ので、その差額分として３１万３千円を減額するものです。 

以上で、平成２６年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算第３号

の提案理由説明とさせていただきます。 

何卒、慎重審議のうえ、原案可決を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

（議長）（楠本 勝）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） 

質疑がないようですので、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」との声あり） 

（議長）（楠本 勝）異議なしと認めます。 

おはかりいたします。本案については、原案のとおり決することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（議長）（楠本 勝）異議なしと認めます。 

よって、議第１号については、原案のとおり可決されました。 

（議長）（楠本 勝）続きまして日程第６ 議第２号、平成２７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お願いします。 

（事務局次長）（山村幸男）はい、議長。 

議第２号 平成２７年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算について 

平成２７年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算書を別紙のとおり提

出し、地方自治法第２１１条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

平成２７年２月１９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）（楠本 勝）それでは、理事者から提案説明をお願いします。 

（事務局長）（辻本博一）はい、議長。 

ただ今、上程なりました議第２号「平成２７年度香芝・王寺環境施設組
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合一般会計予算について」 提案理由を申し上げます。 

議案書５１ページをお開きください。 

本案は、歳入歳出それぞれ６億４，０９８万円とし、前年度当初予算

に比べまして、６，８４４万１千円の減額でございます。率にいたしま

して、９．６５パーセントの減でございます。 

２７年度予算は、前年度におきまして、ごみ焼却処理施設及び粗大ご 

み処理施設の機能を維持し、安全な稼働を行うための施設改修工事を行

い、ほぼ完了いたしましたので、本年度は、必要最低限の施設の定期点

検及び補修工事としておりますことから、前年度より工事請負費が１億

４，８００万円の減額となっております。先ほど、管理者のご挨拶のな 

かでも述べられておりましたように、当施設の新設（建替え）を進める

ため平成２８年度から５ヶ年の第２期地域計画・基本計画の策定、生活 

環境影響調査並びに施設基本計画、基本設計等の委託業務を新規事業を    

計上させていただいております。 

これに関連いたしまして、５５ページをお開きください。 

第２表債務負担行為でございます。先ほど申し上げました施設を新設す

るために、生活環境影響調査及び評価業務につきまして、全体事業費５，

４００万円、施設の基本設計策定業務といたしまして全体事業費３，７

８０万円が必要でございます。この２事業につきましては、期間が平成  
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 ２７年度から２８年度の２ケ年を要しますので、地方自治法第２３２

条の５及び同施行令第７条の規定を準用し、平成２７年度につきまし

ては、全体事業費の３割分を予算計上いたしましたので、平成２８年

度につきましては、７割分を限度額とし、生活環境影響調査及び評価

業務委託事業では、３，７８０万円、そして、焼却施設及び粗大ごみ

処理施設基本設計事業の限度額を２，６４６万円と、定めるものでご

ざいます。 

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。 

議案書６１ページをお開きください。 

款１分担金及び負担金におきまして、予算額４億５，４５８万４千円で、

前年度比較４，５０８万３千円の増額で、率にいたしまして、１１．

０１パーセントの増であります。分担金の内訳は、香芝市が３億１，７

１２万７千円、王寺町が１億３，７４５万７千円で負担割合につきまし

ては、香芝市の６９．８パーセント、王寺町の３０．２パーセント

でございます。 

総事業費が、前年度よりも６，８４４万１千円減額しておりますが、

香芝・王寺環境施設組合規約第１２条第１号の建設費割で４０１万３

千円の増、第２号の維持管理費で算出いたします、その内訳の自主財 

源が、１億１，３５２万４千円減額、また施設の維持管理費で、４，
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１０７万円が増額していることから分担金が前年度比較で４，５０８

万３千円増額となったものでございます。次に、款２使用料及び手数

料につきましては、予算額１億１，５８０万６千円で、前年度より３

８万６千円の増額、率にいたしまして、０．３３パーセントの増であ

ります。廃棄物の処理手数料の内訳は、事業系手数料が１億４７１

万８千円、自己搬入手数料が１，１０８万８千円でございます。 

続きまして、款３国庫支出金につきましては、予算額４，４２８万円。

これは循環型社会形成推進交付金で、施設新設のための交付金対象事

業に係ります計画支援事業として全体事業費１億３，２８４万円の交

付率３分の１にあたります、４，４２８万円を計上しております。 

この対象事業の内容につきましては、歳出の款３施設費、目１塵芥処

理施設費の節１３委託料で、ご説明をさせていただきます。 

次に、６２ページの款４繰越金につきましては、予算額２００万円で前

年度と同額でございます。 

次に、款５諸収入につきましては、予算額２，４３１万円で前年度比較は、

２３１万円の増額でございます。率にして、１０．５０パーセントの

増でございます。これはアルミ缶などの金属廃品の売却収益として、

市場相場の上昇と排出量の収入額の増額を見込んでおります。 

以上で歳入のご説明を終わります。 
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続きまして、６３ページからの歳出につきましてご説明を申し上げま

す。 

款１議会費、項１組合議会費、目１議会費は、予算額１１６万円

で、前年度より１１万２千円の減額、８．８１パーセントの減でご

ざいます。 

これは、議事録作成業務委託を削減したもので、この議会費の主な内

容につきましては、議員報酬、議員視察研修に伴います費用弁償等

であります。次に、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費

につきましては、予算額６，１３３万４千円で、前年度比較１６４万

円の増、率にいたしまして、２．７３パーセントの増でございます。

主な内容は、職員の人件費及び事務経費等であります。給料等の人件

費は現行の職員６名とし、節２給料２，７４３万８千円、節３職員

手当１，５９５万円、６４ページの節４共済費で、９４４万６千円

をそれぞれ計上しており、前年度より１０８万３千円の増額となりま

す。これは地域手当、勤勉手当の支給割合改定等によるものでござい

ます。節９旅費は、２２１万円で、これは、２７年度より施設

新設のための職員の各種研修並びに調査研究のための旅費を

計上しております。節１１需用費は、９８万９千円で、コピ

ー代ほか事務経費等でございます。節１３委託料６７万７千
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円で、現在使用しております一部事務用機器が年度途中で使

用貸借期間が満了となりますので、それ以後も継続使用する

ための保守点検委託料として、３６万円を増額しております。

節１４使用料及び賃借料につきましては、３３３万９千円で、

前年度比較２２万１千円増でございます。今回、新たに計上  

させていただいたものといたしまして、平成２６年度補正予算  

で計上いたしましたが、施設周辺地域地元自治会の視察研修と  

いたしまして、バスの借上料３６万円のほか、自動体外式除細  

動器ＡＥＤでございますが、その借上料及び電柱共架料を計上 

させていただいております。次に、項２監査委員費、目１監査委員費 

３０万円は、監査委員２名様の報酬であります。 

次に６６ページの款３施設費、項１施設費、目１塵芥処理費は、 

予算額５億６，８７９万４千円で前年度より７，３９８万２千円 

の減額、率にしまして１１．５１パーセントの減でございます。主な 

内容は、ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設の維持管理経費と施設の 

機能を維持するための定期修繕工事費、そして、平成２７年度からは 

施設を新設していく上で必要となります調査・計画・設計などの委託 

料を新規事業として計上しております。なお、前年度におきましては、

稼働後３２年余りを超えまして、老朽化が進んでいることから、起
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債を借り入れごみ処理施設の中枢をなします火格子、炉本体及び排

ガス処理施設の改修工事を行い、また、粗大ごみ処理施設につきま

しては、昨年６月に大変ご迷惑をおかけいたしました爆発事故によ

ります改修工事が完了いたしましたので、施設設備等の定期的な点

検、部品の取替え等につきましては、施設の稼働をしていくために

必要でありますので必要最小限の定期修繕工事費を計上しておりま

す。 

それでは順次、ご説明させていただきます。節１１需用費につきま

しては、ダイオキシン類発生防止対策用薬剤等の消耗品費で

４，４３１万円、施設の運転に必要な電気・水道代の光熱水費が、

１億２００万円でございます。この内、電気代では電気料金値上げを

見込みまして、前年度より８２８万円を増額しております。節１２役

務費は４５４千円で、建物損害保険料３７万円及び自動車損害保険料

は、作業車３台分としての８万４千円を計上しております。次に、節

１３委託料は、３億１，４４３万円、前年度比較では、７，０９２万

２千円の増額となっております。主な内容は、焼却施設の２４時間運

転体制に伴います運転委託及び警備業務委託料として１億９，６００

万円、また、焼却施設内及び周辺の環境測定業務といたしまして、特

に２７年度におきましては、今まで年１回の測定をしておりました焼
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却炉２炉及び飛灰（ばいじん）の測定につきまして、フェニックスか

ら少なくとも年４回測定を実施する要請がございましたので、法定測

量業務委託料３１２万２千円を計上しております。また、蛍光灯や乾

電池等の有害ごみが、前年度より増加する見込みをしており、有害ご

み処理業務委託料を１１８万円増額いたしまして、５５０万円を計上

しております。先ほど歳入でもご説明申し上げました、施設を新設し

ていく上で必要となります、新規事業といたしまして、平成２８年度

から５カ年 の計画を定める循環型社会形成推進地域計画及び基本計

画策定業務委託 料９７２万円。この場所での地質調査業務委託料８

６４万円。処理対象の ごみ量、施設規模、配置計画、概算事業費な

どの計画を定める処理施設基 本計画策定業務委託料３，２４０万円。

周辺地域の生活環境に及ぼす影響 を調査するための生活環境影響調

査及び評価業務委託料１，６２０万円。 そして、ごみ処理施設及び

粗大ごみ処理施設基本設計業務委託料１，１３ ４万円。これらの生

活環境影響調査及び評価業務並びに処理施設の基本設 計業務につき

ましては、平成２７年度から２８年度の２カ年で進めてまい ります

ので、全体事業費の３割を計上しております。本年度予算につきま し

ては、先ほどご説明いたしました債務負担行為を組まさせていただい

て おります。次に、６８ページの節１５工事請負費では、先ほど申
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し上げま したように、施設を建替えするまでの間、焼却炉及び粗大

ごみ処理施設の 安全稼働を確保するため、定期的な設備の点検整備、

修繕工事等といたし まして、ごみ処理施設定期修繕工事費８千９３

０万円、粗大ごみ処理施設定期修繕工事費に、１千２７０万円の合計

１億２００万円を計上しております。 

次に６９ページの款４公債費、項１公債費におきまして予算額７ 

３９万２千円で、前年度比較４０１万３千円の増でございます。こ

れは平成２０年３月に借り入れました、粗大ごみ破砕機爆発防止対策

整備事業の年次的償還元金３１５万円と利子１６万９千円、並びに、

平成２６年度で借り入れます、一般廃棄物処理事業の借入金２億２５

０万円。この償還条件といたしまして、１０年償還、うち据置２年と

想定いたしまして、その利子が４０７万３千円として、その利子合計

が、４２４万２千円を計上しております。 

なお、平成２６年度末の地方債の現在高につきましては、７８ペー 

ジをお開きください。元金で２億１，１９５万でございます。 

すみません、６９ページへお戻りください。 

款５予備費につきましては、前年度と同額の２００万円を計上してお

ります。 

以上で、平成２７年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算の提案理
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由説明とさせていただきます。 

何卒、慎重審議のうえ、原案可決を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。以上でございます。 

（議長）（楠本 勝）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。 

（議長）（楠本 勝）はい、中川議員 

（議員）（中川義弘） 

６７ページ。この策定業務の委託料は毎年ですか。今回１回だけです

か。 

（事務局長）(辻本博一) はい、議長 

（議長）（楠本 勝）局長 

（事務局長）(辻本博一) この策定業務につきましては、先程も申し上げま

したように、２７年度につきましては、地域計画及び基本計画そして地

質調査、基本計画の策定を行います。なお、生活環境影響調査及び評価

業務及び施設の基本設計は、２７年度と２８年度の２ケ年で行ってまい

ります。 

（議員）（中川義弘）議長 

（議長）（楠本 勝）はい、中川議員 

（議員）（中川義弘）その２年間にかかる費用として受け止めて良いのか。 
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（事務局長）(辻本博一) はい、議長 

（議長）（楠本 勝）局長 

（事務局長）(辻本博一) 先程からご説明しておりますように、生活環境及

び評価業務の全体事業で、５，４００万円必要で、２７年度は１，６２

０万円。施設基本設計は、全体事業費３，７８０万円のうち２７年度は、

１，１３４万円が、必要であります。この２事業につきましては、２ケ

年で進めてまいります。新設にかかります地域計画及び基本計画、地質

調査、施設基本計画は、２７年度で執行いたします。 

（議員）（中川義弘）議長 

（議長）（楠本 勝）はい、中川議員 

（議員）（中川義弘）まだまだ、この策定委託業務は必要なのか。 

（事務局長）(辻本博一) はい、議長 

（議長）（楠本 勝）局長 

（事務局長）(辻本博一) 生活環境及び評価業務、そして施設基本設計は、

債務負担行為を組ませていただいており、この２事業につきましては、

２８年度まで行います。 

（議員）（中川義弘）議長 

（議長）（楠本 勝）はい、中川議員 

（議員）（中川義弘）５ヶ年計画ということで、この施設を５ヶ年後に建て
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替えるということでしょ。この５年間の間で毎年毎年この委託料は２７

年度、２８年度に係ることはわかるが、２９．３０、３１年度の間もこ

の委託料は必要なのか。 

（事務局長）(辻本博一) はい、議長 

（議長）（楠本 勝）局長 

（事務局長）(辻本博一) すみません。この２事業以外の地質調査や、策定

業務は、２７年度で完了いたします。 

（議員）（中川義弘）議長 

（議長）（楠本 勝）はい、中川議員 

（議員）（中川義弘）はい、わかりました。 

（議長）（楠本 勝）他に、ご質問はありませんか。 

（議員）（小西高吉）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）はい、小西議員 

（議員）（小西高吉） 確認だけさせていただきたいのですが、この２７年

度は、いよいよ新設に向けて委託料を上げられているのですが、地域住

民の理解は、確実に得られているということで、認識して良いのか。ど

こかの自治会では、何かの折にちょっと伺っていたので、その点の確認

だけ。 

（事務局長）(辻本博一) はい、議長 
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（議長）（楠本 勝）局長 

（事務局長）(辻本博一) 施設の新設につきましては、現在香芝市側では、

各自治会の要望を取りまとめております。説明会等におきましては、こ

の同じ場所で新設する方向で説明させていただいております。 

この５年間のうちで、ここで建て替えていくということにつきましては、

今の予定では、３月の中旬頃に各自治会と覚書を締結させていただくよ

う進めております。 

また、新設に向けてのよりご理解を得るため香芝市側では、さる１月２

６日に、にしはりまクリーンセンターと東淀工場の施設研修を各自治会

の方々参加のもと行いました。また、王寺町側では、２月２１日ににし

はりまクリーンセンターの施設研修を行います。 

 施設新設に向けては、ほぼ同意をいただいていると考えております。 

以上でございます。 

（議長）（楠本 勝）ありがとうございました。他にございませんか。 

（議員）（小西高吉）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）はい、小西議員 

（議員）（小西高吉）各自治会から提出される要望を１００パーセント聞い

ていただかないと承諾しないというところまではないのか。 

（事務局長）(辻本博一) はい、議長 
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（議長）（楠本 勝）局長 

（事務局長）(辻本博一) 各要望につきましては、できることと、できない

ことがございますので、その点はご理解いただきまして、できることは、 

必ずやっていくいくということで進めさせていただいておりますので、

各自治会におきましてはも、その点はご理解いただいていると考えてお

ります。 

（議長）（楠本 勝）他にご質問は、ございませんか。 

（議員）（中川義弘）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）はい、中川議員 

（議員）（中川義弘） 管理者にお聞かせ願いたいのですがお願いいたしま

す。前回、前にも言われていたとおり、上牧町の話があった時、上牧町

と市長そして町長の３市・町長との話し合いをされたと聞いているが、

その後の状況については、今まで聞いたことがございません。その後の

返答にお聞かせ願いたい。 

（管理者）（吉田弘明）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）はい、吉田管理者 

（管理者）（吉田弘明）以前、お話をさせていただいたのは、今現在、上牧

がどのようなお考えをしておられるのかというところのお話をさせて

いただいたということです。それから、それ以降、上牧町さんの方と、
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例えば一緒に合同でしていくということは一切ございません。現在は、

香芝市と王寺町の一市一町で一緒に続けるということでございます。 

（議長）（楠本 勝）他に、ございませんか。 

（議員）（河杉博之）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）はい、河杉議員 

（議員）（河杉博之）私も、管理者にお聞きしたいのですが。これ確認なん

ですが。２７年度予算で、今、局長の方から縷々ご説明がありまして、

新設に向けてということなんですが、周辺地域の話も小西議員の方から

もありましたし、計画の話もありました。計画のスケジュール、５年と

言っているが、その意味の取り方で、そこで完了するのか、そこからス

タートするのか、その点意味が分からなくなってきている。この２７年

度からスタートして、結果どこを終点とする目標として動き始めている

のか。この後の委員会でも、しっかりとその点はお聞きしたいのですが、

この当初予算がスタートしているので、あれば、どこが終点にもってい

くのか、お聞かせいただきたい。 

（事務局長）(辻本博一) はい、議長 

（議長）（楠本 勝）局長 

（事務局長）(辻本博一) この施設新設に向けての２７年度からのスケジュ

ールでございますが、平成３２年４月からの稼働で計画を進めさせてい
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ただいております。 

（議長）（楠本 勝）他に、ございませんか。 

（議員）（河杉博之）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）はい、河杉議員 

（議員）（河杉博之）３２年４月から新規が稼働するということですよね。

ごめんなさい。管理者のお考えをお聞かせ願いたい。答えられなければ

答えられないで結構なんですが、その間、この施設は閉鎖といいますか、

休止される間のことですが、どういうお考えなのか。計画というもの、

この近隣もしくは代替案というものがあって動かれているのか。 

（管理者）（吉田弘明）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）はい、吉田管理者 

（管理者）（吉田弘明）現在、模索と言えばなんですが、計画として建替え

るということは、一つは近隣の自治体にご協力を得られるのは何処にあ

るのか。その処分量はどうなるのかということを、まず調査し、そして、

その他未処理分については、他の所へ持っていけるのかを調査し、全体

的に効率的に進めたいと考えております。 

（議員）（河杉博之）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）はい、河杉議員 

（議員）（河杉博之）何をお聞きしたいかと言いますと、２７年度からスタ
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ートするときに、計画してスケジュールを立てるときに、ごみを持って

いく場が無い、代替案が無いとなれば、何の計画も立てられない。その

辺、管理者としては、どのようにお考えなのか。どちらかと言えば政治

的判断の方が近いと思うので、あえて管理者にお聞きしたいのですが。

それはいつまでに、近隣もしくは、よく言われる三重の方へ持っていく

のか。ということがあると思うのですが、管理者として、その答えをい

つ頃出すつもりでおられるのか。 

（管理者）（吉田弘明）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）はい、吉田管理者 

（管理者）（吉田弘明）その近隣自治体というのは、相手先のあることです

から、調整が必要ですので、まずは、外部委託を大前提に、そこからで

きる範囲で各近隣自治体にと考えています。この内容につきましては、

早急に調査して、ご提示させていただきますよう努力いたします。その

時期につきまして即答はできませんが、早めに出させていただきます。 

（議員）（河杉博之）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）はい、河杉議員 

（議員）（河杉博之）要は、繰り返しになり申し訳ありませんが、この２７

年度予算が５ヶ年計画のスタートになるわけですから、その要はバック

ボーンが無ければ絵に書いた餅どころじゃないような話になってしま
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いますので、その辺の答えは、この予算とともに出していただければ、

１００パーセントというのは中々難しいでしょうけれど、方向性ぐらい

はしっかり整理していただけるよう努力していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

（議長）（楠本 勝）他にご質問はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

（議長）（楠本 勝）質疑がないようですので、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」との声あり） 

（議長）（楠本 勝）異議なしと認めます。 

おはかりいたします。本案につきましては、原案のとおり決することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（議長）（楠本 勝）異議なしと認めます。 

よって、議第２号については、原案のとおり可決されました。 

（議長）（楠本 勝）以上を持ちまして本日の日程はすべて終了しました。 

本日の議事が皆様方のご協力によりまして、議事が進行出来ました事を

心からお礼申し上げます。ありがとうございました。 

それでは、管理者より閉会のご挨拶をお願い致します。 
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（管理者）（吉田弘明）はい、議長 

（議長）（楠本 勝）吉田管理者 

（管理者）（吉田弘明）閉会にあたりまして、ご挨拶申し上げます。 

本日、私の方から上程させていただきました、４議案全ての案件につき 

まして、原案どおり可決、ご承認を賜りましたこと、心からお礼を申し

上 げたいと思います。ありがとうございました。 

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

めまして、平成２７年度の予算執行に努めてまいりたいと思います。と

りわけ、新設に向けた取り組みにつきましては確実に着実に進めてまい

りたいと思っております。引き続き、皆様方のご支援とご協力をお願い

申しげたいと思います。 

さて、その中で、来月さ来月には、全国的に統一地方選挙がございます。 

王寺町の議員におかれましては、議会議員選挙が行われるわけでござい

ます。どうか皆様方が戦い抜かれることを祈念申し上げる次第でござい

ます。今まで培われてきた豊富な経験とすぐれた政治手腕を町民の皆様

の付託を受けてこられたことと思います。忌憚のない限り戦っていただ

きまして、再び、王寺町並びに組合の発展のために、ご協力、ご尽力を

賜りたいと思います。何かと季節代わりの時節でございます。体調には、   

充分ご留意していただきまして、必ずや戻ってきていただきますことを、
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ご祈念申し上げまして、私の挨拶といたします。 

どうも、本日は、ありがとうございました 

（議員）（森井常夫）議長。発言をお願いいたします。 

（議長）（楠本 勝）はい、森井議員    

（議員）（森井常夫）議長のお許しをいただきましたので、一言、香芝市議

会議員を代表いたしまして、激励の挨拶をさせていただきたいと思いま

す。先程、管理者の吉田市長からも申し上げられましたように、来る４

月２６日には、王寺町議会選挙が行われる訳でございます。皆様方には

常日頃から議員活動を通じまして、王寺町発展のためにひとかたならぬ、

ご活躍をいただいておるところでございます。 

   今回の町議会議員選挙におきましては、前回よりも定数が２減となる初

めての選挙戦であり、激戦大変厳しい選挙になろうかと思いますが、皆

様方には、精一杯頑張っていただきまして、見事にご当選され、さらに

町政発展のため、また、再び、この香芝・王寺環境施設組合の議会でお

力添えをいただきますことを心からご祈念申し上げる次第でございま

す。 

私たち、香芝市の議会議員も陰ながら応援をさせていただきたいと思

いますので、皆様方のご健闘をご祈念申し上げまして、激励の言葉に

代えさせていただきます。 
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（議員）（松岡成行）議長。発言をお願いいたします。 

（議長）（楠本 勝）はい、松岡議員   

（議員）（松岡成行）議長のお許しをいただきましたので、お礼の挨拶を申

し上げたいと思います。 

ただ今、管理者の吉田市長並びに、香芝市の森井議長さんから身にあ

まる激励のお言葉をいただきまして、私どもの王寺町議会議員を代表

いたしまして、心からお礼を申し上げる次第でございます。 

皆様方からいただきました激励のお言葉に添えるよう、全身全霊を打

ち込みまして、この選挙を戦って参る所存でございます。 

そして、当組合の議会運営に、香芝市の議員の皆様方と共に、尽力出

来ますよう精一杯頑張る所存でございます。 

どうか、皆様方の温かいお力添えを心からお願い申し上げまして、お

礼の挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 

（議長）（楠本 勝）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０５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２７年２月１９日 
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