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令和２年第２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  令和２年１０月２７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 北 村 達 夫 

   ２番 鎌 倉 文 枝 

   ３番 幡 野 美智子 

   ４番 中 川 義 弘 

５番 中 村 良 路 

   ６番 北 川 重 信 

   ７番 中 川 廣 美 

   ８番 芦 髙 清 友 

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 

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 竹 川 雅 敏 

   事務局長 井 上   隆 
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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。 

   認第１号 令和元年度香芝・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 

８ 議長は、会議録署名議員に次の者を指名した。 

   １番 北 村 達 夫 

７番 中 川 廣 美 

９ 開会 午前１０時００分 

 

（議長 北川重信）おはようございます。 

 告示第２号をもって、第２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、慎重審議を

していきたいと思います。本会議を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申し上げます。 

 それでは最初に、管理者、開会の挨拶を願います。 

 市長。 

（管理者 福岡憲宏）皆様、おはようございます。 
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 本日、香芝・王子環境施設組合議会第２回定例会を招集さ

せていただいたところ、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。日頃は当組

合の管理運営につきまして、議員皆様方には多大なるお力添

えをいただいてますことを、この場を借りて心からお礼申し

上げる次第でございます。 

 さて、本日の定例会に上程いたします議案につきまして

は、令和元年度一般会計歳入歳出決算の認定１議案でござい

ます。決算に当たりましては、近藤監査委員さんに出席いた

だいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 どうか慎重審議賜りまして、原案認定、可決賜りますよう

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。よろしくお願いします。 

（議長 北川重信）それでは、議事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。地方自治法第１

１３条の規定により定足数に達しております。よって、令和

２年第２回定例会は成立しましたので開会をいたします。 

 まず、本日の議事日程につきましては、お手元に配付して

おります議事日程のとおりしてい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） 
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（議長 北川重信）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を決します。 

 日程第１、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６８条の規定により、議長

において１番北村達夫議員、７番中川廣美議員を指名しま

す。 

 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りいたします。 

 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。 

 

（異議なしの声） 

 

（議長 北川重信）異議ないようでございますので、本定例会の

会期は本日１日といたします。 

 日程第３、認第１号令和元年度香芝・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題といたします。 

 事務局、議案の朗読をお願いします。 

（次長 平野厚）はい、議長。 

（議長 北川重信）はい。 

（次長 平野厚）認第１号令和元年度香芝・王寺環境施設組合一
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般会計歳入歳出決算の認定について。 

 令和元年度香芝・王寺環境施設組合一般会計歳入歳出決算

について、別冊のとおり認定を求める。 

 令和２年１０月２７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 北川重信）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、近藤監査委員に出席をしていただいてお

りますので、代表監査委員、近藤監査委員より決算審査の結

果について報告をしていただきます。 

 近藤監査委員、報告をお願いします。 

（監査委員 近藤洋）監査委員の近藤でございます。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令和元年度香芝・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２７日に幡野監査委員との合意

の結果であります。 

 審査対象は、令和元年度香芝・王寺環境施設組合一般会計

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
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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、併せて事務局か

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、令和元年度歳入歳出決算書及び

附属書類は関係法令の諸規定に準拠して作成されており、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、組合では新施設の建設に向け事業を進めているが、

大規模な工事であり、また運営についても長期の民間委託の

方式を予定していることを鑑み、各事業について適法適正な

執行に努められるよう意見を申し添えております。 

 以上で決算審査の報告といたします。 

（議長 北川重信）ありがとうございました。 

 続きまして、理事者、提案説明をお願いします。 

（会計管理者 平山勝啓）議長。 

（議長 北川重信）はい。 

（会計管理者 平山勝啓）皆さん、おはようございます。 

 ただいま提案になりました認第１号令和元年度香芝・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

由を申し上げます。 

 まず、歳入歳出決算書の１３ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書でございます。歳入総額６億８，９
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７９万８，０００円、歳出総額は６億７，０４９万４，００

０円、歳入歳出差引き額は１，９３０万４，０００円でござ

います。 

 翌年度に繰越しすべき財源はございませんので、実質収支

額も同額の１，９３０万４，０００円となってございます。 

 次に、参考資料、主要な施策の成果報告書をご覧いただけ

るでしょうか。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 歳入の増減状況でございます。 

 一番下の段にございます歳入合計欄でございます。平成３

０年度と比較した場合、収入済額で４，４６６万３，０００

円の増、増減率は６．９２％となってございます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 歳出の増減状況でございます。 

 一番下の段にございます歳出合計欄で、平成３０年度と比

較した場合、支出済額で３，６７９万５，０００円の増、増

減率で５．８１％の増でございます。 

 次に、歳入歳出決算書の決算事項別明細書により説明いた

します。 

 決算書の１４ページ、１５ページをお願いいたします。そ

れと併せまして、先ほどの主要な施策の成果報告書の１ペー

ジも併せてご覧いただきますようお願いいたします。 



- 8 - 

 それでは、歳入でございます。 

 款１分担金及び負担金では、収入済額４億８，４５６万

６，０００円となっており、構成比は収入総額の７０．２

５％でございます。前年度比較で４．６７％の増となってご

ざいます。 

 分担金の内訳につきましては、主要な施策の成果報告書の

１１ページをお願いいたします。 

 組合分担金算出表（１）の表でございます。香芝市が３億

３，６４９万５，０００円で、負担割合は６９．４５％、王

寺町が１億４，８０７万１，０００円で、負担割合は３０．

５１％でございます。 

 次に、決算書のほうへ戻ります。 

 款２でございます、使用料及び手数料でございます。一般

廃棄物処理手数料で収入済額が１億１，７４２万５，０８３

円、構成比は１７．０２％、前年度比較で３．７６％の増と

なってございます。 

 こちらも主要な施策の成果報告書の１０ページをお願いい

たします。 

 （２）になります。一般廃棄物処理手数料の左側の表にな

ります。事業系許可業者のごみ処理手数料で１億４８７万６

３８円、前年度比較で２．２６％の増、内訳といたしまして

は香芝市の認可業者手数料が７，４９３万７，６５０円、割
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合は７１．４６％、王寺町の認可業者手数料が２，９９３万

２，９８８円、割合は２８．５４％でございます。 

 次に、右側の表になります。事故搬入手数料、合計で１，

２５５万４，４４５円、前年度比較で１２．９１％の増、内

訳といたしまして香芝市が７６９万１，６１５円、割合で６

１．２６％、王寺町が２１０万６，１４６円で、割合は１

６．７８％、その他といたしまして国土交通省大和川河川事

務所及び大和高田土木事務所の発注の河川堤防草刈りの持込

み等で２７５万６，６４８円、割合が２１．９７％となって

ございます。 

 次に、款３になります。国庫支出金でございます。２５２

万９，０００円の交付を受けてございます。内訳といたしま

しては、循環型社会形成推進交付金で５５万７，０００円、

次の１６、１７ページをお願いいたします、二酸化炭素排出

抑制対策事業交付金で１９７万２，０００円でございます。 

 款４繰越金では、収入済額１，１４３万６，２９５円、平

成３０年度からの繰越金でございます。 

 款５諸収入では、収入済額２，４５４万１，８４０円、内

訳といたしましてアルミ等の売却代金で２，３５３万８，８

８０円、その他といたしまして１００万２，９６０円で、住

民訴訟に係る和解解決金１００万円及び地方公務員補償基金

の還付金の２，９６０円でございます。 



- 10 - 

 款６組合債で、一般廃棄物処理事業債で４，９３０万円、

こちらも主要な施策の成果報告書の１２ページをお願いいた

します。 

 （１）の表、令和元年度内の借入金額が４，９３０万円と

なってございます。令和元年度の未償還元金が１億８，５８

６万４，０００円となってございます。 

 以上、歳入合計が、予算現額６億８，３８９万３，０００

円に対しまして、収入済額６億８，９７９万８，２１８円、

執行率は１００．８６％でございます。 

 次に、決算書の１８ページをよろしくお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 款１議会費では、支出済額４４万５，３２０円、議員報

酬、議事録作成業務委託料等の支出で、構成比は支出総額の

０．０７％でございます。 

 款２総務費では、支出済額６，４７６万１，５５４円、構

成比は９．６５％でございます。 

 項１総務管理費、目１一般管理費、節２から節４では、６

名の職員の給与、職員手当及び共済費で、こちらの人件費の

合計は５，３６７万６，０５７円となってございます。 

 ２０、２１ページをお願いいたします。 

 節８報償費４万７，３９４円、こちらは弁護士費用の諸経

費。節９旅費、職員の出張旅費で３万４３０円。節１０交際
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費はゼロ。節１１需用費は消耗品費等で９３万１，４２０

円。節１２役務費では電信電話料で２５万７，９３８円。節

１３委託料で３２９万５，０８６円。令和元号変更に伴うシ

ステムプログラム修正委託料で６３万７，２００円。また、

管理事務所の移転に伴うサーバー等の移転設定委託料で４６

万２，２４０円を支出いたしております。 

 決算書２２、２３ページをお願いいたします。 

 節１４でございます。使用料及び賃借料では、各事務機器

及び公用車の借り上げ料等で３４１万７，８８２円でござい

ます。節１８備品購入費では、金庫等の購入費で１２万７８

４円。節１９負担金及び交付金では、退職手当組合負担金等

で２６８万４，５６９円でございます。 

 項２監査委員費では、報酬で３０万円の支出をしてござい

ます。 

 続きまして、款３施設費では、支出済額５億７，９４９万

８，０５５円、構成比は８６．４３％を占めてございます。 

 項１施設費、目１塵芥処理施設費では、２４、２５ページ

をお願いいたします。 

 節１１の需用費は、支出済額１億４，２８２万２，５４６

円。内訳といたしまして、消耗品でダイオキシン対策用の薬

剤購入費等で４，６９１万１，７４８円、燃料費は焼却施設

用で２４１万７，２５６円、光熱水費は電気・水道料金で
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９，２３６万３，６３５円の支出でございます。節１２役務

費では、支出済額９１万２，５２７円、建物損害保険料及び

自動車損害保険料で５６万５，３６７円となってございま

す。節１３委託料では、支出済額２億６，２３１万６，８０

３円、この主なものといたしましては、当施設の維持管理に

関連する委託料として、ごみ処理業務委託料で１億９，８１

６万２，０００円、再資源化処理業務委託料で２，６８５万

８，１１６円、一般廃棄物処理施設整備運営業務に係る設計

施工管理業務で２，５８８万７，６００円。 

 次に、節１５工事請負費では、支出済額１億７，２０６万

２００円、ごみ焼却処理施設の機能を維持するため定期的に

実施いたしております修繕工事で１億３，２４４万８，００

０円。一般廃棄物処理施設整備工事で３，０２４万円でござ

います。 

 ２６、２７ページをお願いいたします。 

 次に、款４公債費では、支出済額２，５７８万８，９９３

円で、地方債の元金償還金で２，５３１万２，０００円等で

ございます。 

 また、主要な施策１２ページをちょっとご覧いただけます

でしょうか。 

 こちらにつきましては、令和２年５月３１日現在の借入状

況でございます。 



- 13 - 

 次の１３ページのほうでございます。こちらは、今後償還

予定の表となってございます。 

 次に、款５予備費につきましては、款４の公債費の償還金

利子及び割引料に１万５，０００円を充当いたしておりま

す。 

 以上、歳出合計、予算現額６億８，３８９万３，０００円

に対しまして、支出済額が６億７，０４９万３，９２２円、

予算執行率は９８．０５％、前年度比較で３，６７９万４，

４４３万３，０００円の増、増減率は５．８１％の増でござ

います。 

 最後に、決算書の２８、２９ページをお願いいたします。 

 財産に関する調書でございます。 

 １の公有財産、２の物品、両方とも増減はございませんで

した。 

 以上が令和元年度香芝・王寺環境施設組合一般会計歳入歳

出決算の提案理由でございます。慎重ご審議の上、原案認定

賜りますようよろしくお願いいたします。 

（議長 北川重信）質疑のある方、発言をお願いします。 

（議員 中村良路）議長。 

（議長 北川重信）中村議員。 

（議員 中村良路）歳入歳出で執行率は９８％ということであり

ましたが、最終的には１，９３０万４，０００円が負債が出
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たということなんですが、そこへ予備費が２００万円という

ふうに書かれております。今年度実施で執行率、歳入歳出と

もなかなかいい感じでやられたんだなという、この年度でで

すよ、思いますが、前にかて私一度発言させてもらったこと

があって、これ事故が例えば施設で起きた場合のお金とし

て、何年か前に爆発事故ございましたね、そういった事故が

起きた場合のお金としては、基金に関してはこのゼロ、なし

というふうにされておりますが、そういったときの対応とい

うのはどのように、事故がなかったからよかったものの、あ

った場合はどのような措置をされるんかなというところです

が、どうでしょう。 

（局長 井上隆）幸い、ここ数年事故を起こっておりませんが、

もし起きた場合、保険のほうで対応ということを考えており

まして、ちょっと基金ということについては考えておらない

状態でございます。 

（議長 北川重信）中村議員。 

（議員 中村良路）保険のほうですが、やはりその額、総額、何

ぼぐらい前に出ると言うてはったかな。最高。 

（議長 北川重信）暫時休憩します。 

 

（休憩） 
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（議長 北川重信）休憩を閉じ、再開いたします。 

（局長 井上隆）ちょっと今資料が手元にございません。また後

ほど報告させていただきたいと思います。申し訳ございませ

ん。 

（議長 北川重信）中村議員。 

（議員 中村良路）それぞれ金額についてはまた教えてくださ

い。 

 私が言いたいのは、そういった事故が起きたときにやはり

お金が、支出が必要となってきます。そのためにも、少しぐ

らいの基金というのは、少しぐらいと言うたらおかしいけど

も、修繕費の基金というのは必要じゃないのかなというふう

に僕は思うわけです。それでちょっと今お聞きさせていただ

いたわけですが、それはそういった対応をするために、基金

というのは、積み上げというのは必要ではないんですか。 

（局長 井上隆）はい、議長。 

（議長 北川重信）はい。 

（局長 井上隆）すみません。今現在組合のほうで維持管理して

おる状態でしたら、事故になった場合は、その保険で対応

と。数年後に維持管理が維持管理者に移りますので、その後

はそちらのほうで管理していただきますので、今のところ基

金というのはちょっと考えておらない状態でございます。 

（議員 中村良路）議長。 



- 16 - 

（議長 北川重信）中村議員。 

（議員 中村良路）緊急、事故が起きたら当然、日常のごみ収集

含めても、やっぱり支障が生じないような対応の仕方という

のが当然要りますよね。そのときに、お金の支出の仕方とい

うのは、まあ言うたら基金というふうな、そういうふうには

置いとかんでもいいんかなというふうに僕は考えるわけです

よね。それで改めて聞いてるところも、再度、緊急のための

基金というのは本当に必要じゃないんですか。 

（議長 北川重信）意味は分かった。 

（局長 井上隆）はい。 

（議長 北川重信）暫時休憩する？ 

（局長 井上隆）ちょっとだけお時間いただけますでしょうか。 

（議長 北川重信）暫時休憩します。 

 

（休憩） 

 

（議長 北川重信）休憩を閉じ、再開します。 

 はい。 

（局長 井上隆）すみません、お時間を取っていただいてありが

とうございます。 

 新しいところに委託になりますまでの間でございまして、

ちょっとその基金というのが今まで考えておりませんでした
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ので、ちょっとその辺も含めて慎重に検討いたしたいと思い

ます。 

（議長 北川重信）中村議員。 

（議員 中村良路）私が言いたいのは、要するによその構成する

組合、うちも組合ですが、そういったとこでもやっぱり基金

というのも取り入れておられるとこもあるので、やっぱり必

要ではないんかなというふうに僕は思ったんで、ちょっとお

聞きしたわけです。 

 それともう一点、そちらは結構ですが、前から言うたよう

に、残灰処理に関してですが、今香芝と王寺とは個々の自治

体で排出されておりますが、やはり施設がある以上は、施設

からの排出というのは当然考えていかなあかんということな

んですが、それは僕が何年か前に発言させてもらいましたけ

ど、その後どのような考え方を持っているんかというところ

をお聞きしたい。 

（議長 北川重信）はい。 

（局長 井上隆）ご存じのように、今現在、香芝と王寺で別々に

運搬しておる状態なんですけども、これも新しい施設になり

まして委託になるところを見極めて、そこで一本化していき

たいなという考えは持っております。ちょっとそれも検討し

ているところでございます。 

 以上です。 



- 18 - 

（議長 北川重信）中村議員。 

（議員 中村良路）まあまあそれは、考えていって、新しくなっ

たら考えていかはったらええけども、それまででも当然考え

ていかなあかん話じゃないん。それは、個々の構成団体とや

っぱり協議も必要やと思いますがね、そういったことをやっ

ぱり施設のほうからも構成団体のほうに、やっぱり提案すべ

きやと僕は思いますが。新しくできてから、できてからとい

うことで言われるけども、もう既にできとかなあかん話やと

僕は思いますよ。それは今後やっぱりちゃんとしてくださ

い。 

（議長 北川重信）答弁は。 

（議員 中村良路）答弁はもう結構ですわ。別に答弁したところ

で考えてないんであれば、結構です。 

 それと、２１ページ、議案書のこちら。２１ページの委託

料、１３の委託料のこの委託料って一体何の意味ですか。こ

の書き方って。 

 ２１ページの委託料の、この備考のところに委託料、この

委託料の委託料というの。 

（局長 井上隆）はい、議長。 

（議長 北川重信）はい。 

（局長 井上隆）申し訳ありません。ちょっと改行が変な形にな

っております。その上の財務会計システムプログラム改修業
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務委託料の流れでございます、２行で。 

 一番下の委託料のことをおっしゃってますよね。 

（議員 中村良路）そうそう。 

（局長 井上隆）上の行からの続きで、ちょっと改行が字数の加

減でちょっとおかしくなっております。申し訳ありません。 

（議員 中村良路）すみません、ちょっとふと思っただけで。 

 以上です。 

（議長 北川重信）ほかに。 

（議員 芦髙清友）はい、議長。 

（議長 北川重信）はい、芦髙議員。 

（議員 芦髙清友）おはようございます。 

 同じくその決算書の２１ページのところで、委託料の中に

公会計の作成支援業務委託料８４万７，０００円、決算で額

が上がってるんですけど、その内容の成果を教えていただい

ていいですか。 

（局長 井上隆）統一的な基準に基づく財務書類の整備につきま

して委託してございますんですけども、退職金掛金を奈良県

市町村事務組合に払っておりまして、そちらの関係で、連結

決算の関係がございますので、今現在整備中ですので、元年

度についてももうちょっとお時間をいただきたいということ

でなっております。 

 失礼します。 
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（議員 芦髙清友）議長。 

（議長 北川重信）芦髙議員。 

（議員 芦髙清友）お時間いただきたいというか、もう毎年どう

してもその連結決算の兼ね合いで、この決算審査には財務４

表を統一できないその基準の云々というところが、もう間に

合わないということなんですよね。物理的に間に合わないと

いうことでよろしいですか。 

（局長 井上隆）はい、議長。 

（議長 北川重信）はい。 

（局長 井上隆）はい、そのとおりでございます。 

（議長 北川重信）芦髙議員。 

（議員 芦髙清友）その連結された中で、後でホームページで公

開されてるのを見てるんですけど、このホームページの中で

も情報公開のところで、この後に出てきますよね。それをま

た予算にも生かしていくということなんだと思うんですけ

ど、そのホームページの中で、公会計については分かったん

ですが、組合のこういった議会の議事録であったりそういっ

たものが、ホームページ上ではちょっと探せないんですけ

ど、その辺りはどう考えてるんですか。 

（局長 井上隆）はい、議長。 

（議長 北川重信）はい。 

（局長 井上隆）組合のホームページが簡易なものであるため
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に、議事録の公表についてはちょっと今現在行えてない状態

でございます。ホームページの委託方式を見直しまして、予

算化いたしまして、もっと充実したものを目指して図ってい

きたいと考えております。 

（議員 芦髙清友）はい、議長。 

（議長 北川重信）芦髙議員。 

（議員 芦髙清友）今回のこの決算の中では、そういったものは

できなかったということだと思いますし、予算化されてなか

ったということですね。そうしましたら、これを受けてまた

次の予算、今後に向けて検討をぜひしていただきたいと思い

ますので、それは要望しておきます。 

（議長 北川重信）ほかに。 

 

（なしの声あり） 

 

（議長 北川重信）ないようでございますので、質疑を打ち切

り、これより討論に入ります。 

 討論のある方、発言をお願いします。 

 

（なしの声あり） 

 

（議長 北川重信）ないようでございますので、討論を打ち切
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り、これより認第１号令和元年度香芝・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採決をします。 

 本案について原案のとおり認定することにご異議ございま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（議長 北川重信）異議なしと認めます。よって、認第１号は原

案のとおり認定することに決定をしました。 

 本案が認定されましたので、近藤監査委員、ご退席、あり

がとうございました。 

 

〔近藤監査委員 退席〕 

 

（議長 北川重信）これをもって第２回定例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おりますので、許可します。 

（局長 井上隆）貴重なお時間を取っていただきまして、ありが

とうございます。 

 新ごみ処理施設建設工事の進捗の報告をさせていただきま

す。 

 お手元にお配りしております資料をご覧いただきたいと思
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います。 

 １ページ目は完成予想図でございます。 

 ２ページ目、Ａ３横の資料につきまして、左ページが全体

工程表と計画平面図でございます。右側ページが現在の工事

状況の写真でございます。 

 今やっております内容といたしましては、まず橋梁と擁壁

の基礎工事に取りかかっております。建物部分につきまして

は、建築確認申請が間もなく下りる予定でございますので、

順次掘削工事に入ってまいる予定でございます。本議会終了

後に現地にお越しいただけるとお伺いしておりますので、そ

のときに新施設の建設位置などについてご説明させていただ

きたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 新ごみ処理施設につきましては以上です。 

（議長 北川重信）ただいまの報告に対しまして質疑ある方。 

（議員 鎌倉文枝）はい。 

（議長 北川重信）はい、鎌倉議員。 

（議員 鎌倉文枝）２番鎌倉です。 

 この一般廃棄物の運営事業についての表を今いただいたん

ですが、令和４年度の１０月までで、１０月が試運転という

ふうになってますが、実際に本稼働というのは１１月からと

考えていいんでしょうか。 

（局長 井上隆）はい、議長。 
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（議長 北川重信）局長。 

（局長 井上隆）今後の工事につきましては、ちょっと今建築確

認申請が間もなく下りますので、それをまた見直しまして、

ちょっとまだ工期については見直したものでご報告させてい

ただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

（議長 北川重信）ほかにありませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

（議長 北川重信）ないようでございますので、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全てを終了いたします。 

 皆様方のご協力ありがとうございました。議事が滞りなく

進行できましたので、心よりお礼を申し上げます。 

 それでは、管理者、閉会の挨拶をお願いします。 

 市長。 

（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、定例会にご出席を賜りまして誠にありがとうございま

す。 

 また、本日上程いたしました案件につきまして、議員の皆

様には慎重審議いただきまして、原案どおり認定賜りました

ことを厚くお礼申し上げます。ご審議の中でいただきました
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貴重なる皆様方のご意見を真摯に受け止め、組合新施設建設

に向け着実に事業を進めてまいる所存でございます。どうか

議員の皆様方におかれましても、今後とも絶大なるご支援と

ご協力を賜りますことを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。ありがとうご

ざいました。 

（議長 北川重信）これをもって令和２年香芝・王寺環境施設組

合第２回定例会を閉会します。ありがとうございました。 

 

 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
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