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循環型社会拠点施設整備推進の主要経過 

                                                  

平成 ３年１０月 播磨科学公園都市における町の行政サービスに係る公益施設の設備について県企業庁 

           とテクノ３町で合意 

  ３町役割分担：下水処理場は上郡町域、火葬場は新宮町域、ごみ処理施設は三日月町域 

平成 ４年 ３月 播磨科学公園都市ごみ処理施設基本構想報告書の策定（テクノ３町協議会：企業庁） 

 ｢ごみ処理圏域｣５ケース:ごみ処理施設は、新都市の三日月町域の行政区域に設置される予定のため 

   ケース①<新都市のみ> ケース②<新都市＋新宮町＋上郡町＋三日月町> ケース③<新都市＋ 

  三日月町> ケース④<新都市＋三日月町＋上郡町> ケース⑤<新都市＋三日月町＋新宮町> 

  ケース②が最も優位 

 ｢稼動予定｣ 平成 10年度 

「計画施設｣ ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、最終処分場 

平成 ７年 ２月 ３日 テクノ３町協議会 「播磨科学公園都市のごみ処理施設について」 合意 

 「圏域」「開設年度」「３町共通理解」 

平成 ７年 ４月１５日 「播磨科学公園都市のごみ処理施設について」 住民説明 

平成 ７年１０月１６日 テクノ３町協議会 「播磨科学公園都市のごみ処理施設について」 

（１）  基本的事項 

    ① 施設構成：ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、最終処分場 

    ② ごみ処理対象圏域 

     ・ごみ焼却施設・粗大ごみ処理施設：新宮町及び上郡町全域＋三日月町の新都市区域 

     ・埋立処分場：新都市区域のみ 

（２）  施設概要 

ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設：約３ha：第２工区の三日月町域（付図１参照） 

     埋立処分場：大下り川流域を除く第２工区内で検討する。 

（３）  整備ステップ 

ごみ焼却処理施設を当面整備する。具体的スケジュールは３町で協議して進める。 

（４）  環境への配慮 

・処理工場で発生する排水は、処理施設で排水処理後、公共下水道に放流し、「播磨高原 

浄化センター」で一括処理する。従って、環境への影響はない。 
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・雨水は、雨水幹線を通じて、各地域に自然排水する。 

・造成に当たっては、大下り川等の水利用に支障のないよう配慮する等。 

平成 ９年 １月 厚生省：ダイオキシン類の削減対策について 

平成 ９年 ５月 厚生省：ごみ処理広域化計画について 

平成８年度～９年度 テクノ３町「ごみ処理基本計画案」策定、県協議（中止） 

平成１０年 ３月 厚生省：ごみの溶融固化による再生利用の促進を指導 

平成１０年 ５月 ごみ処理広域化計画策定指導 

   兵庫県ごみ処理施設整備基本方針 

   ① ごみの減量化・リサイクルの推進、ダイオキシン類の削減等を図る。 

   ② 新設されるごみ焼却施設は、原則 100ｔ/日以上の全連続炉 

     ダイオキシン類、窒素酸化物、硫黄酸化物等環境保全に留意した最良技術導入施設 

③ 地域別ブロックによる「ごみ広域化計画」を策定する。 

     新都市ブロック：新宮町、上郡町、佐用町、上月町、南光町、三日月町 

            播磨高原広域行政事務組合、佐用郡広域行政事務組合 

平成１０年 ６月 ごみ処理施設の６町広域整備に関する要請 

  「ごみ処理施設の６町広域整備に関する要請」を播磨高原広域行政事務組合から佐用郡広域行政 

    事務組合に行う。 

   新都市ブロック会議（６町２事務組合、県関係機関）協議開始 

平成１０年１２月 新都市ブロック：６町ごみ処理広域化合意 

  ① 処理圏域 新宮町、上郡町、佐用町、上月町、南光町、三日月町の６町全域 

   ② 施設計画 ごみ処理施設（107ｔ/日：溶融処理）・リサイクルプラザ 

   ③ 稼動目標 平成 20年３月 

   ④ 建設候補地：６町全域から選定する。 

   ⑤ 最終処分場の広域化は将来的課題とし、新宮町･上郡町･佐用郡も次期施設は、それぞれで 

     対応する。 

平成１１年 ５月 兵庫県ごみ処理広域化計画を公表 

平成１１年 ７月 ダイオキシン類対策特別措置法制定 

平成１２年 ２月１６日 西播磨６町ごみ処理広域化推進協議会設立 

  平成１２年度主要事業：建設候補地選定、施設基本構想策定、ごみ処理広域化検討委員会設置 

平成１２年 ６月 循環型社会形成推進基本法制定 
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  西播磨６町ごみ処理広域化検討委員一般公募 

平成１２年 ８月 ２日 西播磨６町ごみ処理広域化推進懇話会 

  ６町長、県環境整備課長、学識経験者委員 

平成１２年 ８月１２日 第１回西播磨６町ごみ処理広域化検討委員会 

平成１２年 ８月 西播磨６町建設候補地選定業務着手 

平成１２年１０月２８日 第２回西播磨６町ごみ処理広域化検討委員会 

平成１２年１１月１７日 第１回西播磨６町ごみ処理広域化検討委員会視察研修 

  ① 北播磨清掃事務組合「みどり園」  ② 三田市ガラス工芸館 

平成１３年 １月２７日 第３回西播磨６町ごみ処理広域化検討委員会 

平成１３年 ２月１４日 第２回西播磨６町ごみ処理広域化推進協議会 

  ① 西播磨６町ごみ処理広域化検討委員会第１次報告 

② 名称「西播磨６町循環型社会推進協議会」変更  ③ 建設スケジュール報告 

平成１３年 ２月 宍粟郡から６町協議会長に広域化検討要請 

平成１３年 ３月 ５日 西播磨６町協議会 ： ６町長会議 

  ① 建設候補地選定中間報告案 

平成１３年 ３月１３日 第２回西播磨６町循環型社会検討委員会視察研修 

  ① 新宮町角亀集落資源ごみ分別状況    ② 佐用郡クリーンセンター 

   ③ 上郡町最終処分場・クリーンセンター   ④ 揖龍クリーンセンター（エコ炉） 

平成１３年３月～９月 建設候補地に係る県関係機関調整 

平成１３年 ４月２１日 第４回西播磨６町循環型社会検討委員会 

平成１３年 ５月２１日 西播磨６町協議会 ： ６町長会議 

  ① 施設基本構想中間報告案  ② 建設候補地選定中間報告案 

平成１３年 ６月１６日 第５回西播磨６町循環型社会検討委員会 

平成１３年 ７月 ３日 第３回西播磨６町循環型社会検討委員会視察研修 

  ① 大阪市舞洲工場 

平成１３年 ７月 ９日 第３回西播磨６町循環型社会推進協議会 

  ① 西播磨６町循環型社会拠点施設基本構想案の中間報告 

   ② 西播磨６町循環型社会拠点施設整備専門委員会設置 

③ 周辺地域への配慮に関する方針  ④ 周辺地域連絡協議会設置 

平成１３年８月６日・２１日 西播磨６町循環型社会拠点施設整備専門委員 
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西播磨６町循環型社会拠点施設建設候補地選定に関する専門委員会報告 

平成１３年 ９月～   建設候補地選定に係る、県関係機関協議 

平成１３年 ９月 ４日 西播磨６町協議会 ： ６町長会議 

  ① 専門委員会報告  ② 関係機関協議 

平成１３年 ９月 ８日 第６回西播磨６町循環型社会検討委員会 

平成１３年１０月１０日 西播磨６町協議会 ： ６町長会議 

  ① 県関係機関協議 

平成１３年１０月２９日 第４回西播磨６町循環型社会推進協議会 

  ① 西播磨６町循環型社会拠点施設整備専門委員会報告 

  ② 建設候補地選定  ③ 平成 12年度会計決算報告 

平成１３年１０月１９日 西播磨６町協議会 ： ６町長会議 

  ① 県関係機関調整 

平成１３年１０月２５日 西播磨６町協議会 ： ６町長会議 

  ① 県関係機関調整 

平成１３年１１月  宍粟郡広域事務組合からごみ処理圏域の広域化の申し入れ 

平成１３年１１月１７日 第７回西播磨６町循環型社会検討委員会 

平成１３年１２月～平成１４年２月 11町長会、６町長・議長会議でごみ処理圏域の広域化の検討 

平成１４年 １月１５日 西播磨６町協議会 ： ６町長会議 

  ① １１町広域化協議 

平成１４年 １月２６日 第８回西播磨６町循環型社会検討委員会 

平成１４年 １月２９日 第３回西播磨６町循環型社会拠点施設整備専門委員会 

  ① ごみ処理圏域の１１町広域化  ② 建設候補地の選定 

平成１４年 １月３１日 西播磨６町協議会 ： ６町長会議 

  ① １１町広域化協議 

平成１４年 ２月１８日 第５回西播磨６町循環型社会推進協議会 

  ① 平成 14年度予算 

平成１４年 ２月２０日 １１町長会議 

  ① １１町広域化  ② 建設候補地  ③ 県要望 

平成１４年 ２月２５日 「西播磨１１町循環型社会拠点施設整備に係るご支援並びに建設予定地の確保に 

  関する要望書」１１町長から県知事、関係機関に提出 
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平成１４年 ３月  「兵庫県ごみ処理広域化計画」の変更を１１町長から申出 

平成１４年 ３月１８日 西播磨６町協議会 ： ６町長会議 

  ① 県関係機関協議  ② １１町協議会改組 

平成１４年 ３月２５日 １１町長会議 

  ① 県関係機関協議  ② 県ごみ処理広域化計画の変更  ③ 西播磨１１町協議会 

平成１４年 ３月２９日 第１回西播磨１１町循環型社会推進協議会 

  ① ごみ処理圏域の１１町広域化について  ② 会則の一部改正、関係規約の整理 

  ③ 役員の改選  ④ 西播磨６町循環型社会検討委員会第２次報告 

平成１４年３月～６月  建設予定地に係る県関係機関・町長会協議調整（候補地検討図参照） 

平成１４年 ５月 ７日  西播磨１１町協議会 ： １１町長会議 

  ① 建設候補地  ② 14年度主要事業 

平成１４年 ５月２７日 第４回西播磨６町循環型社会拠点施設整備専門委員会 

  ① 建設予定地報告  ② 専門委員会審議課題 

平成１４年 ５月３０日 第１回西播磨１１町循環型社会検討委員会 

  第１部  宍粟郡５町選出委員研修 

  第２部  第１回検討委員会 

  第３部  宍粟郡美化センター視察 

平成１４年 ６月１３日 第２回西播磨１１町循環型社会推進協議会 

  ① 平成 14年度事業計画  ② 平成 14年度協議会会計補正予算（第１号） 

  ③ 建設予定地報告 

平成１４年 ６月２８日  西播磨１１町協議会 ： １１町長会議 

  ① 専門委員会報告  ② 建設予定地  ③ １１町の協力体制  ④ 周辺地域住民説明 

平成１４年 ７月１９日  循環型社会検討委員会先進地視察 

  松下エコテクノロジーセンター ： 千里くるくるプラザ 

平成１４年 ８月 ６日 第５回西播磨６町循環型社会拠点施設整備専門委員会 

  ① 生活環境影響調査  ② 地域振興施設構想 

平成１４年 ８月  建設予定地周辺地域 ： ６集落説明会（１巡目） 

平成１４年 ８月２７日  西播磨１１町協議会 ： １１町長会議 

  ① 建設予定地住民説明  ② 生活環境影響調査 

平成１４年 ９月 ３日 第３回西播磨１１町循環型社会推進協議会 
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  ① 生活環境影響調査の契約承認  ② 平成 13年度協議会会計決算認定 

  ③ 建設予定地周辺地域の取り組み報告 

平成１４年 ９月  建設予定地周辺地域 ： ６集落説明会（２巡目） 

平成１４年 ９月２１日 第２回西播磨１１町循環型社会検討委員会 

平成１４年１０月～１６年３月  生活環境影響調査契約着手 

平成１４年１０月 ５日 第１回建設予定地周辺地域連絡協議会 

  会長：１１町協議会長（三日月町長） 副会長：６集落区長 

平成１４年１０月１７日  西播磨１１町協議会 ： １１町長会議 

  ① 建設予定地周辺住民説明  ② ごみ処理基本計画  ③ 事務組合設立協議 

平成１４年１０月２１日  西播磨１１町議会議長懇談会 

平成１４年１１月 ２日 第３回西播磨１１町循環型社会検討委員会 

平成１４年１１月６・７日、２４・２５日 建設予定地周辺地域住民第１回先進地視察 

  岐阜県可児市 ： ささゆりクリーンパーク  岐阜県関市 ： 中濃地域広域行政事務組合 

平成１４年１１月２８日 西播磨１１町循環型社会拠点施設の予定地の移転を求める請願書受理 

  （１１町長宛 ： 久保区長他３名） 

平成１４年１２月 ２日  西播磨１１町協議会 ： １１町長会議 

  ① 施設整備計画業務  ② 事務組合設立協議  ③ 地域振興施設の考え方 

平成１４年１２月 ２日 第４回西播磨１１町循環型社会推進協議会 

  ① 播磨科学公園都市候補地の経緯  ② ごみ処理基本計画(案) 

  ③ 平成 14年度協議会会計補正予算（第２号） 

平成１４年１２月  循環型社会拠点施設基本計画コンサルタント業務契約着手 

平成１４年１２月１０日 西播磨１１町循環型社会拠点施設の予定地変更に関する要望書受理 

  （三日月町長宛 ： 久保区長） 

平成１４年１２月１７日 第２回建設予定地周辺地域連絡協議会 

  ① １１町提出「建設予定地移転請願書」への回答 

  ② 久保集落区長「建設予定地移転要望書」への回答  ③ 播磨科学公園都市候補地の経緯 

平成１４年１２月１７日 西播磨１１町循環型社会拠点施設の予定地の移転を求める請願書の回答 

西播磨１１町循環型社会拠点施設の予定地変更に関する要望書の回答 

平成１５年 ２月 ８日 第４回西播磨１１町循環型社会検討委員会 

平成１５年 ２月１４日  西播磨１１町協議会 ： １１町長会議 
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  ① 建設予定地確保の調整  ② 事務組合設立 

平成１５年 ２月２１日 第５回西播磨１１町循環型社会推進協議会 

  ① 報告 

   ・建設予定地変更等の要望と回答  ・上郡町長申し出と対応の報告 

   ・にしはりま環境事務組合（仮称）規約案  ・地域振興施設基本計画 

  ② ごみ処理基本計画（質疑）  ③ 平成 14年度協議会会計補正予算（第３号） 

  ④ 平成 15年度事業計画  ⑤ 平成 15年度予算 

  ⑥ 地域振興施設基本計画策定委員会設置規程 

平成１５年 ３月 ６日 循環型社会検討委員会第３回視察研修 

  香川東部溶融センター 

平成１５年 ３月１７日 第３回建設予定地周辺地域連絡協議会 

  ① 生活環境影響調査（速報版）  ② 主要報告  ③ ごみ処理基本計画 

  ④ 地域振興施設計画策定  ⑤ 第２回先進地視察 

平成１５年 ３月  地域振興施設基本計画策定コンサルタント業務契約着手 

平成１５年 ４月１５日 第６回西播磨６町循環型社会拠点施設整備専門委員会 

  ① 世界に誇れる循環型社会拠点施設について 

平成１５年 ５月 ８日 第４回建設予定地周辺地域連絡協議会 

  ① 循環型社会への挑戦パンフレット  ② ごみ処理基本計画  ③ 地域振興施設計画策定 

  ④ 第２回先進地視察  ⑤ 集落説明会 

平成１５年 ５月１０日 第５回西播磨１１町循環型社会検討委員会 

平成１５年 ５月  建設予定地周辺地域 ： ６集落説明会（３巡目） 

  ① 循環型社会への挑戦パンフレット  ② 生活環境影響調査（速報版） ③ ごみ処理基本計画 

  ④ 地域振興施設計画策定  ⑤ 第２回先進地視察 

平成１５年 ５月２２日 第１回地域振興施設計画策定委員会 

  ① 正副委員長選任  ② 計画策定実施計画 

平成１５年 ５月２２日 鞍居地区連合自治会委員説明会（上郡町主催） 

平成１５年 ５月２３日 西播磨１１町循環型社会拠点施設の建設反対の意見書の受理（光都２１自地会長） 

平成１５年 ２月２６日 第６回西播磨１１町循環型社会推進協議会 

  ① 報告 ・生活環境影響調査現況調査（速報版） ・循環型社会拠点施設整備基本方針 

 ・地域振興施設計画策定  ・にしはりま環境事務組合の設立 



 8 

  ② 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

平成１５年 ６月４日 正副会長：企業庁管理者・環境局長へごみ処理基本計画の承認・建設予定地の確保 

         報告協議 

平成１５年 ６月２９日 関係機関主催光都住民説明会 

    ・西播磨１１町循環型社会拠点施設・市町合併・まちづくり 

平成１５年 ６月２９日 西播磨１１町循環型社会拠点施設の建設反対の意見書の回答 

平成１５年５月～７月  にしはりま環境事務組合規約を１１町議会で議決 

平成１５年 ７月 ２日 建設予定地周辺地域住民第２回先進地視察 

  ・揖龍クリーンセンター  ・加古川クリーンセンター 

平成１５年 ７月 ８日 正副会長：県民局長協議 

  ① にしはりま環境事務組合設立知事許可申請（７月７日付） 

  ② ごみ処理基本計画策定提出（７月７日付） 

平成１５年 ７月 ８日 １１町協議会長：神戸新聞社姫路支社長へ報道申し入れ 

平成１５年 ７月 ９日 上郡町鞍居地区連合自治会説明会 

平成１５年 ７月１５日 循環型社会検討委員会視察研修 

  ・高砂市美化センター  ・夕陽丘クリーンセンター 

平成１５年 ７月１７日  西播磨１１町協議会 ： １１町長会議 

  ① 光都・鞍居地区住民説明 

平成１５年 ７月１７日 第５回建設予定地周辺地域連絡協議会 

  ① 循環型社会拠点施設の基本方針  ② 地域振興施設計画  ③ その他 

平成１５年 ７月２４日 第２回地域振興施設計画策定委員会 

  ① 計画案の検討 

平成１５年 ８月  一般廃棄物処理基本計画 あらまし版 公表 

平成１５年 ８月 ３日 西播磨のごみ問題を考える講演会（講師：津川 敬氏） 

  （主催：金出地区自治会・三日月町民有志・光都２１自治会） 

平成１５年 ８月 ４日 平成１４年度協議会会計決算審査 

平成１５年 ８月１９日 第６回建設予定地周辺地域連絡協議会 

  ① 搬入道路計画案について  ② その他 

平成１５年 ８月１９日 大型ごみ処理施設建設のための事務組合設立反対の要望書受理 

  （光都２１自治会） 
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平成１５年 ８月２０日 第１回地域振興施設計画策定委員会視察研修 

  生ごみバイオマス化燃料電池発電施設実証事業（神戸市内） 

平成１５年 ８月２６日 にしはりま環境事務組合設立に係る１１町議長打合会 

  ① 主要報告  ② 第１回組合議会  ③ 組合議会の運営 

平成１５年 ８月２８日 にしはりま環境事務組合設立に係る１１町長会議 

  ① 主要報告  ② 事務組合の設立と組合議会  ③ 専門委員会等 

平成１５年 ８月２９日 にしはりま環境事務組合設立知事許可 

平成１５年 ８月３１日 光都２１自治会要望書回答役員説明会 

平成１５年８月～９月  建設予定地周辺地域：集落説明会 

  ① 循環型社会拠点施設整備の基本方針  ② 地域振興施設計画  ③ 搬入道路計画案 

平成１５年 ９月 ２日 鞍居地区連合自治会「ごみ処理施設の建設に関する意見書」受理 

平成１５年 ９月 ３日 第７回循環型社会拠点施設整備専門委員会 

  ① 主要報告  ② 最適処理方式の選定について 

平成１５年 ９月１０日 第１回にしはりま環境事務組合臨時議会 

  ① 行政報告  選挙・発議・認定・議案・同意案件 

平成１５年 ９月１５日 第２回地域振興施設計画策定委員会視察研修 

  北九州エコタウン 

平成１５年 ９月２７日 第６回循環型社会検討委員会 

  ① 第４回視察研修報告  ② にしはりま環境事務組合行政報告 

平成１５年 ９月３０日 第１回技術審査小委員会 

  ① メーカーアンケート実施案 

平成１５年１０月 １日 にしはりま環境事務組合共同事務開始：職員辞令交付 

平成１５年１０月１０日 第２回技術審査小委員会 

  ① メーカーアンケート実施案  ② フォーラム 

平成１５年１０月１１日 光都２１自治会要望書の回答及び役員説明会 

平成１５年１０月１７日 鞍居地区連合自治会：意見書の回答及び説明会 

平成１５年１１月１０日 第１回資源エネルギー有効利用専門部会 

  ① 専門部会の設置  ② 正副部会長の選任  ③ 提案要素の実現可能性の検討 

平成１５年１１月１１日 にしはりま環境事務組合行政視察（正副管理者・組合議員） 

  高松南部広域クリーンセンター 
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平成１５年１１月１５日 第７回循環型社会検討委員会 

  ① 循環型社会像アンケート  ② 第３次報告 

平成１５年１１月２５日 第３回地域振興施設計画策定委員会 

  ① 検討資料  ② 資源エネルギー有効利用専門部会  

平成１５年１１月２６日 光都２－３会「西播磨１１町循環型社会拠点施設整備計画に対する住民説明に 

               ついて（依頼）受理 

平成１５年１１月２９日 第１回循環型社会推進フォーラム（にしはりま環境事務組合設立記念事業） 

  県立先端科学技術支援センター 大ホール（376人） 

  第１部 記念講演「循環型社会の拠点づくり」講師：京都大大学院教授 武田信生氏 

  第２部 パネルデスカッション「循環型社会の拠点づくりについて」 

      コーディネーター 前姫路工業大学学長 白子忠男氏 

      パネリスト 全国都市清掃会議技術部長 栗原英隆氏 大阪市大大学院教授 野邑奉弘氏 

            福岡大学教授 三島健司氏 大阪大大学院教授 山口克人氏 組合副管理者 

平成１５年１２月 ９日 光都２１自治会が新宮町議会へ請願書提出 

  「播磨科学公園都市内での西播磨１１町循環型社会拠点施設の建設計画の見直し及び合併完了まで 

本計画を凍結することに関する件」 

平成１５年１２月１２日 第３回技術審査小委員会 

① 検討委員会報告  ② メーカーアンケート評価  ③ 最適処理方式の検討 

平成１５年１２月１４日 合併について住民の意思を問う住民投票（三日月町） 

平成１６年 １月１３日 平成１５年度西播磨１１町循環型社会推進協議会歳入歳出決算審査 

平成１６年 １月２６日 事務組合正副管理者会議 

① １６年度組合予算案協議  ② その他 

平成１６年 １月３１日 第７回西播磨１１町循環型社会検討委員会 

① 検討委員会第３次報告書(案)について  ② 意見交換 

平成１６年 ２月 ４日 第８回循環型社会専門委員会 

① 循環型社会検討委員会第３次報告  ② 技術審査小委員会審議状況報告 

③ 生活環境影響調査  ④ 事業運営手法の検討 

平成１６年 ２月 ４日 第２回資源エネルギー有効利用専門部会 

① 資源エネルギーの有効利用について 

平成１６年 ２月 ８日 光都２１自治会住民説明会 
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平成１６年 ２月１３日 事務組合正副管理者会議 

① 生活環境影響調査(速報)  ② 専門委員会等の審議状況 

平成１６年 ２月 循環型社会拠点施設整備へのご支援並びに科学公園都市開発者の応分の負担 

           に関する要望書提出 

平成１６年 ２月１７日 議会運営協議会 

平成１６年 ２月２２日 光都２－３会住民説明会（第 1回学習会） 

平成１６年 ２月２７日 第２回事務組合議会定例会 

① 行政報告  ② 承認・認定・議案 

平成１６年 ３月１１日 第７回建設予定地周辺地域連絡協議会 

① エコハウスの整備について  ② 生活環境影響調査現況調査速報 

③ 組合議会行政報告  ④ 町道大畑線整備について 

平成１６年 ３月１８日 第３回資源エネルギー有効利用専門部会 

① 資源エネルギーの有効利用について 

平成１６年 ３月２６日 つくば市クリーンセンター視察（事務局長） 

平成１６年 ３月２８日 光都２－３会住民説明会（第２回学習会） 

平成１６年 ４月１３日 主管課長会議 

平成１６年 ４月１５日 第４回地域振興施設計画策定委員会 

① 資源エネルギー有効利用専門部会報告 

平成１６年 ４月２０日 京都府木津町視察（事務局：京阪奈学研都市のごみ処理施設建設計画） 

平成１６年 ４月２３日 第９回専門委員会 

① バイオマス処理の導入検討   ② 資源エネルギー有効利用計画 

平成１６年 ４月２８日 広島市中工場視察（事務局） 

平成１６年 ５月１６日 光都２－３会住民説明会（第３回学習会） 

平成１６年 ５月１８日 正副管理者会議 

① 住民説明等  ② 第２期検討委員会設置  ③ 市町合併協議調整  ④ 地域振興施設計画 

平成１６年 ５月１９日 技術審査小委員会武田座長打合せ（組合管理者・事務局・ひょうご環境創造協会） 

平成１６年 ５月２７日 技術支援業務委託示談(収入役・事務局・ひょうご環境創造協会) 

平成１６年 ６月２３日 カンポリサイクルプラザ視察(事務局：京都府園部町) 

平成１６年 ６月２４日 野邑部会長事務局打合会 

平成１６年 ６月２５日 関係機関調整会議 
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平成１６年 ７月 １日 第８回建設予定地周辺地域連絡協議会 

① バイオマス処理導入検討    ② 地域振興施設計画策定委員会報告 

③ 建設予定地・搬入道路の地形測量について    

平成１６年 ７月 ２日 武田座長打合せ 

平成１６年 ７月 ２日 代表町長会議 

① 整備計画について   ② 循環型社会検討委員会委員の公募・選考について 

③ 技術支援等業務について   ④ 建設予定地・搬入道路地形測量 

平成１６年 ７月 ５日 循環型社会検討委員会委員応募者選考 

平成１６年 ７月 ６日 猪名川上流広域ごみ処理施設組合視察(主管課長・事務局） 

平成１６年 ７月１０日 光都２－３会住民説明会（第４回学習会） 

平成１６年 ７月１６日 制限付き公募型競争入札告示（建設予定地・搬入道路地形測量業務） 

平成１６年 ７月１７日 三日月町久保：ふるさとを守る会委員説明会（正副管理者他） 

平成１６年 ７月２７日 決算審査・一般監査 

平成１６年 ８月 ６日 第４回技術審査小委員会 

① 処理方式選定結果報告   ② バイオマス処理の導入検討 

平成１６年 ８月 ６日 第１０回専門委員会 

① 処理方式選定結果報告   ② バイオマス処理の導入検討   ③ 地域振興施設計画 

平成１６年 ８月１０日 関係機関協議 

平成１６年 ８月１２日 正副管理者会議 

① 住民説明等   ② 市町合併協議調整   ③ 処理方式選定審議結果報告  

④ バイオマス処理の導入検討   ⑤ 平成１５年度歳入歳出決算   ⑥ その他 

平成１６年 ８月１６日 地形測量最低入札者の低価格調査 

平成１６年 ８月１７日 地形測量業務契約 

平成１６年 ８月１７日 光都２１自治会長等へ地形測量説明 

平成１６年 ８月１９日 議会運営協議会 

平成１６年 ８月１９日 関係機関調整会議 

平成１６年 ８月２０日 武田小委員会座長打合せ 

平成１６年 ８月２５日 関係機関協議 

平成１６年 ８月２６日 第３回にしはりま環境事務組合定例会 

① 副議長選挙   ② 行政報告   ③ 処理方式選定審議結果報告 
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④ 一般監査報告   ⑤ 平成１５年度組合歳入歳出決算の認定 

平成１６年 ９月 ５日 光都２－３会住民説明会（第５回学習会） 

平成１６年 ９月１１日 第１回循環型社会検討委員会 

平成１６年 ９月１８日 光都２１自治会役員説明会 

平成１６年１０月 ７日 南但広域行政事務組合視察研修（事務局） 

平成１６年１１月１２日 第９回建設予定地周辺地域連絡協議会 

① 処理方式選定結果報告（技術審査小委員会）   ② 建設候補地選定経過説明書 

平成１６年１１月２０日 光都２１自治会住民説明会  

・自治会長、播磨科学公園都市の環境を考える会代表質問 

平成１６年１１月２６日 上郡町議会全員協議会説明 

① にしはりま環境事務組合の事業報告 

平成１６年１２月１１日 光都２―３会住民説明会（第６回学習会） 

① 建設候補地選定経過説明   ② １１町ごみ処理広域化 

平成１６年１２月１５日 三日月町連合自治会説明 

① 循環型社会拠点施設整備計画について 

平成１６年１２月１５日 光都２１自治会から（住民アンケートによる１９５項目）質問書提出(12/13付) 

平成１６年１２月１８日 上郡町鞍居地区連合自治会説明会 

① 循環型社会拠点施設整備計画について 

平成１７年 １月２０日 正副管理者会議 

① 市町合併に伴う組合規約変更案   ② 平成１７年度組合予算案の協議 

平成１７年 １月２８日 循環型社会検討委員会：視察研修 

神戸市西クリーンセンター・こうべ環境未来館・資源リサイクルセンター 

平成１７年 ２月７日 議会運営協議会 

① 第４回組合議会の運営    

平成１７年 ２月１０日 光都２１自治会代表質問に対する文書回答 

平成１７年 ２月１４日 正副管理者会議 

① 主要課題と対策について    ② その他 

平成１７年 ２月１５日 三日月町議会特別委員会説明 

平成１７年 ２月１７日 関係町：議会議長協議会 

① 市町合併に伴う組合規約変更案 
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平成１７年 ２月２１日 光都２１自治会から関係市町議会議員宛要望書提出 

① 西播磨１１町大型ごみ処理施設建設の見直し   ② ごみ広域化政策の見直し 

平成１７年 ２月２２日 正副管理者会議 

① 市町合併に伴う組合規約変更案 

平成１７年 ２月２５日 関係町：議会議長協議会 

① 市町合併に伴う組合規約変更案 

平成１７年 ２月２８日 第４回組合議会定例会 

① 議長選出  ② 監査委員選任同意  ③ 平成１６年度補正予算案について 

④ 平成１７年度予算案について  ⑤ 報告案件 

平成１７年 ２月２８日 正副管理者会議 

① 主要課題と対策について   ② その他 

平成１７年 ３月 ５日 第３回循環型社会検討委員会 

① 神戸環境未来館研修報告   ② ゴミ減量化・リサイクル 

平成１７年 ３月１０日 第１０回周辺地域連絡協議会 

① 第４回組合議会報告    ② 住民説明会開催   ③ その他 

平成１７年 ３月    関係町議会において、宍粟市設置に伴う組合規約変更の議決 

平成１７年 ３月２８日 組合規約変更の協議書を定める 

平成１７年 ３月２９日 組合規約変更知事許可申請 

平成１７年 ３月３１日 光都２１自治会アンケート質問（１９５項目）への文書回答 

平成１７年 ４月 １日 組合規約変更知事許可 

平成１７年 ４月 １日 事務局人事異動辞令交付 

平成１７年 ４月９日～５月１日  建設予定地周辺地域：集落説明会 

① 循環型社会拠点施設建設候補地選定経過  ② 処理方式選定に関する審議経過報告 

③ 生活環境影響調査：現況調査報告  ④ 地域振興施設計画策定委員会報告    

平成１７年 ４月１５日 検討委員会資料作成等業務契約  

平成１７年 ４月１６日 第４回循環型社会検討委員会 

① 視察研修のまとめ   ② 資源ごみ集団回収状況について 

③ リサイクルプラザの施設計画及び運営計画について 

平成１７年 ４月２５日 代表市町長会議 

① 循環型社会拠点施設整備事業スケジュールについて   
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② 市町合併に伴う組合規約改正（案）協議   ③ その他 

平成１７年 ５月１０日 正副管理者会 

① 市町合併に伴う規約変更案協議   ② 循環型社会拠点施設整備事業スケジュールについて 

③ その他 

平成１７年 ５月１７日 関係市町：議会議長協議会 

① 市町合併に伴う組合規約変更案について   ② 第５回組合議会の運営について 

平成１７年 ５月１９日 第１１回周辺地域連絡協議会 

① 集落説明会状況報告   ② 地域振興施策について  ③ 次回集落説明会の日程について 

平成１７年 ５月２３日 広報「にしはりま環境事務組合」第４号発行 

平成１７年 ６月 ６日 第５回にしはりま環境事務組合臨時議会 

① 副議長選出   ② 監査委員選任同意   ③ 専決処分の承認   ④ 報告案件 

平成１７年 ６月 ６日 正副管理者会 

① 地域振興施策について   ② 熱回収施設の排水について 

平成１７年６月 ４日～２１日 建設予定地周辺地域：集落説明会 

① 地域振興施策について  ② その他 

平成１７年 ６月～７月 関係市町議会において、たつの市、佐用町発足に伴う組合規約変更の議決 

平成１７年 ６月２５日 第５回循環型社会検討委員会 

① 減量化、資源化及び分別収集等検討・協議 

平成１７年 ６月３０日 三日月町議会特別委員会説明 

平成１７年 ７月 ５日 第１２回周辺地域連絡協議会 

① 集落説明会状況報告  ② 次回集落説明会の日程  ③ その他 

平成１７年 ７月 ７日 正副管理者会 

① 熱回収施設の処理方式について  ② その他 

平成１７年 ７月２６日及び３０日 建設予定地周辺地域：集落説明会 

① 意見交換 

平成１７年 ７月２７日 組合監査   決算審査 

平成１７年 ８月 １日 技術審査小委員会座長今後の方針について  

平成１７年 ８月 ４日 組合規約変更の協議書を定める 

平成１７年 ８月 ４日 専門委員会副委員長今後の方針について 

平成１７年 ８月 ５日 第６回循環型社会検討委員会 
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① 前回のまとめ及び資料説明   ② 減量化、資源化及び分別収集等の検討・協議 

平成１７年 ８月１０日 組合規約変更知事許可申請 

平成１７年 ８月１１日 第１３回周辺地域連絡協議会 

① 周辺整備事業について   ② その他 

平成１７年 ８月１２日 正副管理者会 

① ごみ焼却方式最終決定   ② 組合議会提出案件協議 

平成１７年 ８月２２日 議会運営協議会 

平成１７年 ８月２４日 第１４回建設予定地周辺地域連絡会 

① 周辺整備事業について   ② 環境保全協定について 

平成１７年 ８月２６日 金出地区自治会長・播磨科学公園都市の環境を考える会会長・播磨・光都２１自治  

               会長から抗議文（通告書）受理 

平成１７年 ８月２６日 組合規約変更知事許可 

平成１７年 ８月２９日 第６回にしはりま環境事務組合定例議会 

① 副議長選挙   ② 行政報告  ③ 平成１６年度組合歳入歳出決算認定 

④ 平成１７年度組合歳入歳出補正予算 

平成１７年 ８月２９日 正副管理者会 

① 周辺整備事業について   ② 環境保全協定について 

平成１７年 ９月 ９日 新宮町議員協議会 

平成１７年 ９月１５日 佐用郡内正副管理者会 

平成１７年 ９月１７日 第７回循環型社会検討委員会 

① ごみ減量化に関する提言   ② リサイクルセンター施設に関する提言  

平成１７年 ９月２０日 正副管理者会 

① 周辺整備事業について 

平成１７年 ９月２９日 上郡町議員協議会 

平成１７年 ９月３０日 金出地区自治会長・播磨科学公園都市の環境を考える会会長・播磨・光都２１自治  

               会長から抗議文（通告書）回答 

平成１７年１０月 ５日～２２日 建設予定地周辺地域集落説明会 

① 周辺整備事業について   ② 環境保全協定について 

平成１７年１０月２５日 第１５回建設予定地周辺地域連絡会 

① 周辺整備事業について   ② 環境保全協定について 
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平成１７年１０月２９日 第８回循環型社会検討委員会 

① ごみ減量化に関する提言   ② リサイクルセンター施設整備に関する提言 

平成１７年１１月１７日 正副管理者会議 

① 新管理者の互選  ② 職務代理者の指定  ③ 主要業務報告  ④ 当面のスケジュール 

平成１７年１１月１９日～２７日 建設予定地周辺地域集落説明会 

① 熱回収施設概要について   ② 環境保全協定について 

平成１７年１１月２８日 正副管理者会議 

① 組合運営について   ② 平成１８年度予算について   ③ その他 

平成１７年１１月２９日 第１６回建設予定地周辺地域連絡会 

① 周辺整備事業について   ② 環境保全協定について 

平成１７年１２月 ９日 広報「にしはりま環境事務組合」第５号発行 

平成１７年１２月１３日 第１７回建設予定地周辺地域連絡会（正副会長会） 

① 周辺整備事業について   ② 環境保全協定について 

平成１７年１２月１７日 第９回循環型社会検討委員会 

① 各提言の検討・協議 

平成１７年１２月１７日 建設予定地周辺集落説明会 

① 環境保全協定について   

平成１７年１２月２１日 第１８回建設予定地周辺地域連絡会（正副会長会） 

① 周辺整備事業について   ② 環境保全協定について 

平成１８年 １月１７日 関係市町第１回調整会議 

平成１８年 １月２３日 関係市町第２回調整会議 

平成１８年 １月２９日 関係市町第３回調整会議 

平成１８年 ２月１７日 組合議会全員協議会 

① 姫路市加入に伴う規約変更について   ② 環境保全協定にかかる組合議長の立会人について 

平成１８年 ２月２７日 第７回 にしはりま環境事務組合議会 

① 副議長選出  ② 行政報告  ③ 専決処分の承認  

④ 平成１７年度に組合歳入歳出補正予算  ⑤ 平成１８年度組合歳入歳出予算 

平成１８年 ３月 ４日 第１０回 循環型社会検討委員会 

① 検討結果の中間取りまとめ（案）  ② ネットワークの概念図（案）  ③ その他 

平成１８年 ３月２４日 組合規約変更知事許可 
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平成１８年 ４月１４日 第１９回建設予定地周辺地域連絡会 

① 主要経過報告 

平成１８年 ５月 ２日 正副管理者会議 

① 一般廃棄物処理基本計画の改訂  ② 事業計画概要  ③ 生活環境影響調査準備書(案) 

平成１８年 ５月 ９日 第１１回循環型社会拠点施設整備専門委員会 

① 事業計画概要・スケジュール  ② 生活環境影響調査準備書(案) 

平成１８年 ５月２０日 上郡町鞍居地区住民説明会 

① 主要経過  ② 施設整備状況  ③ 熱分解ガス化溶融システムの概要 

平成１８年 ６月 １日 地域協議会（環境省・県・組合・構成市町 循環型社会形成推進地域計画協議） 

平成１８年 ６月 ７日 にしはりま環境事務組合議会運営協議会 

平成１８年 ６月 ７日 にしはりま環境事務組合議会全員協議会 

① 一般廃棄物処理基本計画案の概要   ② 循環型社会拠点施設整備基本計画案の概要  

③ 生活環境影響調査結果準備書案の概要 

④ 生活環境影響調査結果及び評価書に係るスケジュール 

平成１８年 ６月１６日～２５日 建設予定地周辺６集落住民説明会 

① 事業の進捗状況   ② 事業計画概要案   ③ 生活環境影響調査結果準備書案 

平成１８年 ６月１７日 多賀地区住民説明会 

平成１８年 ６月１９日～７月１８日 生活環境影響調査結果準備書公告縦覧 

平成１８年 ６月１９日～８月 １日 生活環境影響調査結果準備書に係る意見書受付 

平成１８年 ６月２２日 宍粟市生活環境影響調査結果準備書（要約版）説明会 

平成１８年 ６月２２日 旧三日月町生活環境影響調査結果準備書（要約版）説明会 

平成１８年 ６月２４日 鞍居地区住民説明会 

① 建設候補地選定の経緯（写）  ② 意見書の回答（写）   

③ 生活環境影響調査結果準備書案 

平成１８年 ６月２６日 佐用町生活環境影響調査結果準備書（要約版）説明会 

平成１８年 ６月２９日 上郡町生活環境影響調査結果準備書（要約版）説明会 

平成１８年 ６月３０日 たつの市生活環境影響調査結果準備書（要約版）説明会 

平成１８年 ７月１１日 組合決算監査 

平成１８年 ７月１１日 循環型社会形成推進交付金事業環境省内示 

平成１８年 ７月１３日 正副管理者会議 
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   ① 規約変更協議   ② 組合議会提出案件協議   ③ その他 

平成１８年 ７月２５日 にしはりま環境事務組合議会運営協議会 

平成１８年 ８月 ７日 にしはりま環境事務組合議会全員協議会 

① 一般廃棄物(ごみ）処理施設規模について   ② 規約変更について 

③ 周辺整備事業について 

平成１８年 ８月 ７日 第８回にしはりま環境事務組合議会定例会 

① 副議長選挙   ② 行政報告  ③ 平成１７年度組合歳入歳出決算の認定 

④ 平成１８年度組合歳入歳出補正予算 

平成１８年 ８月２０日 光都地区住民説明会 

平成１８年 ９月２６日 循環型社会拠点施設整備専門委員会 

① 生活環境調査結果準備書にかかる意見の見解について 

平成１８年１０月１５日 光都２１自治会より住民説明会回答要求書（一部追加質問）受理 

平成１８年１０月２４日 鞍居地区住民説明会 

平成１８年１１月 ６日 第２０回建設予定地周辺地域連絡会 

平成１８年１１月１３日 鞍居地区連合自治会長会議 

平成１８年１１月１４日 循環型社会拠点施設整備にかかる丈量測量、進入道路他詳細設計及び地質調査 

業務入札（平成１８年１１月２８日契約 ㈱日建技術コンサルタント ４５，３６０千円） 

平成１８年１１月２４日～１２月８日 生活環境影響調査結果報告書公告縦覧 

平成１８年１１月２９日 宍粟市都市計画決定にかかる住民説明会 

平成１８年１２月 ４日 佐用町都市計画決定にかかる住民説明会 

平成１８年１２月１０日 上郡町都市計画決定にかかる住民説明会 

平成１８年１２月１７日 光都２１自治会役員説明会 

平成１８年１２月２２日 正副管理者会議 

① 職務代理者の指定について   ② 循環型社会拠点施設整備及び運営方針について 

③ 循環型社会拠点施設建設にかかる企業庁の支援について 

平成１９年１月１５日～１月２９日 都市計画案の縦覧 

平成１９年 １月２８日 鞍居地区連合自治会環境保全に関する協定書協議 

平成１９年 ２月 ６日 宍粟市都市計画審議会 

平成１９年 ２月 ７日 正副管理者会議 

平成１９年 ２月 ９日 上郡町・佐用町都市計画審議会 
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平成１９年 ２月１４日 佐用町都市計画審議会 

平成１９年 ２月１６日 にしはりま環境事務組合議会運営協議会 

平成１９年 ２月２３日 にしはりま環境事務組合議会全員協議会 

平成１９年 ２月２３日 にしはりま環境事務組合議会 

① 議長選出  ② にしはりま環境事務組合規約変更について  

③ 平成１８年度にしはりま環境事務組合歳入歳出補正予算案について 

④ 平成１９年度にしはりま環境事務組合歳入歳出予算案について 

平成１９年 ３月 １日 都市計画決定知事同意 

平成１９年 ３月 ４日 鞍居地区連合自治会環境保全に関する協定書協議 

平成１９年 ３月 ５日 鞍居地区連合自治会環境保全に関する協定書協議 

平成１９年 ３月１１日 鞍居地区連合自治会環境保全に関する協定書協議 

平成１９年 ３月１２日 宍粟市・上郡町・佐用町都市計画決定告示 

平成１９年 ３月３０日 組合規約変更知事許可（議員定数、負担割合、地方自治法の改正に伴う変更） 

平成１９年 ３月２７日 鞍居地区連合自治会環境保全に関する協定書締結 

平成１９年 ４月 17日 技術審査小委員会座長 武田教授協議 

平成１９年 ４月２０日 県企業庁協議 

平成１９年 ４月２４日 第２１回建設予定地周辺地域連絡協議会 

① 平成１９年度主要事業について  ② 環境保全に関する事後調査について 

平成１９年 ５月１８日 正副管理者会議 

① 技術審査小委員会の開催について   ② 技術支援業務及び発注仕様書作成業務について 

③ 循環型社会拠点施設建設にかかる企業庁の支援について 

平成１９年 ５月２４日 企業庁協議 

平成１９年 ５月２８日 第５回技術審査小委員会（神戸市） 

平成１９年 ７月１２日 にしはりま循環型社会拠点施設建設にかかる工事発注図書等業務入札執行 

（平成１９年７月１７日契約  (株)日建技術コンサルタント  ９，３２４，０００円） 

平成１９年 ７月１９日 環境測定分析業務入札執行 

（平成１９年７月２４日契約  (財)ひょうご環境創造協会  １，７９５，５００円） 

平成１９年 ７月２６日 平成１８年度組合決算監査 

平成１９年 ７月３０日 第６回技術審査小委員会（神戸市） 

平成１９年 ８月１３日 正副管理者会議 
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① 技術審査小委員会の状況について 

② 循環型社会拠点施設建設にかかる企業庁の支援について   ③ 組合議会定例会について 

平成１９年 ８月２０日 にしはりま環境事務組合議会運営協議会 

平成１９年 ８月２２日 八町川、鞍居川の底質調査 

平成１９年 ８月２７日 にしはりま環境事務組合議会全員協議会 

① 業務委託について  ② 技術審査小委員会の状況について  ③ 企業庁の支援について 

平成１９年 ８月２７日 にしはりま環境事務組合議会 

① 平成１８年度繰越明許繰越計算書報告ついて  ② 条例制定の専決処分について 

③ 監査委員の選任同意について  ④ 平成１８年度歳入歳出決算認定について 

平成１９年 ８月２８日 鞍居川（国光上流）の水質及び底質調査 

平成１９年 ８月３０日 企業庁建設負担及び支援について協議 

平成１９年 ９月１１日 光都２１自治会役員代表協議 

平成１９年 ９月１２日 技術審査小委員会座長武田教授協議 

平成１９年１０月 ９日 企業庁建設負担及び支援要望（管理者） 

平成１９年１０月１６日 第７回技術審査小委員会（神戸市） 

平成１９年１０月２４日 井戸水調査（三原、三ッ尾、久保、弦谷、簡水取水地） 

平成１９年１２月 ３日 第２２回建設予定地周辺地域連絡協議会 

① 進入道路及び敷地造成の計画概要について   ② 仮設道路の計画概要について 

③ 平成１９年度周辺整備事業の実施状況について 

平成１９年１２月１９日 正副管理者会議 

① 技術審査小委員会の状況について ② 循環型社会拠点施設発注仕様書及び事業計画について 

  ③ 境保全に関する協定書について  ④ 業庁の支援等にかかる覚書について 

⑤ 議会承認案件（工事請負契約、用地購入）について 

平成１９年１２月２７日 入札参加者等審査会 

平成２０年 １月２２日 土地造成及び進入道路工事入札公告 

平成２０年 ２月 ５日 第２３回建設予定地周辺地域連絡協議会 

① 土地造成及び進入道路工事について   ② 環境保全委員会（仮称）について 

③ 工事中における生活環境影響調査について 

平成２０年 ２月 ８日 播磨科学公園都市における循環型社会拠点施設に関する覚書締結 

平成２０年 ２月１４日 技術審査小委員会座長武田教授協議 
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平成２０年 ２月２０日 土地造成及び進入道路工事入札執行 

平成２０年 ２月２０日 正副管理者会議 

① 土地造成及び進入道路工事の入札結果について   ② 施設建設スケジュールについて 

  ③ 循環型社会拠点施設建設発注について   ④ 企業庁の支援等にかかる覚書の締結について 

⑤ 光都２１自治会との「環境保全に関する協定書」について   

⑥ 環境保全委員会（仮称）の設置要綱（案）について 

⑦ 第１１回組合議会及び全議員協議会の提出案件他 

平成２０年 ２月２１日 議会運営協議会 

平成２０年 ２月２７日 入札参加者等審査委員会 

平成２０年 ２月２８日 全員協議会 

① 主要経緯  ② 土地造成及び進入道路工事の入札結果について  

③ 循環型社会拠点施設整備スケジュールについて 

④ 光都２１自治会との環境保全協定について   

⑤ にしはりま循環型社会拠点施設環境保全委員会（仮称）の設置について  ⑥ その他   

平成２０年 ２月２８日 第１１回組合議会 

① 土地の取得について      ② 工事請負契約について 

③ 特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

④ 平成１９年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算（第１号）について 

⑤ 平成２０年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について 

平成２０年 ２月２８日 土地造成及び進入道路工事請負契約締結 

平成２０年 ３月 ３日 光都２１自治会と環境保全に関する協定書締結 

平成２０年 ４月 ８日 三原集落及び三ッ尾集落土地造成及び進入道路工事説明会 

平成２０年 ４月１７日 久保集落土地造成及び進入道路工事説明会 

平成２０年 ４月２３日 第１回環境保全委員会 

平成２０年 ４月２７日 弦谷集落土地造成及び進入道路工事説明会 

平成２０年 ４月２８日 技術審査小委員会 

平成２０年 ５月 ２日 生活環境影響調査業務事後監視調査業務入札 

平成２０年 ５月１３日 第２４回建設地周辺地域連絡協議会 

平成２０年 ５月２５日 光都２１自治会土地造成及び進入道路工事説明会 

平成２０年 ５月３０日 金出地地区土地造成及び進入道路工事説明会 
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平成２０年 ６月１０日 正副管理者会議 

① 主要経緯  ② 循環型社会拠点施設建設発注について 

③ 循環型社会拠点施設建設発注スケジュールについて   

  ④ 循環型社会拠点施設発注仕様書にかかる議会説明及び住民説明会について 

平成２０年 ６月１３日 上郡町組合議員に発注を２方式で実施することを報告 

平成２０年 ６月１７日 宍粟市議会議員に発注を２方式で実施することを報告 

平成２０年 ６月１７日 たつの市組合議員に発注を２方式で実施することを報告 

平成２０年 ６月２０日 姫路市組合議員に発注を２方式で実施することを報告 

平成２０年 ６月２０日 佐用町組合議員に発注を２方式で実施することを報告 

平成２０年 ６月２５日 第２５回建設予定地周辺地域連絡協議会 

平成２０年 ７月 １日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札公告 

平成２０年 ７月 １日 にしはりま循環型社会拠点施設（熱回収施設、リサイクル施設及び土地造成、進入

道路）建設にかかる設計施工監理業務入札公告 

平成２０年 ７月 １日 排水路改修工事（Ａ・Ｂ・Ｃ流域）入札公告 

平成２０年 ７月１５日 姫路市組合議員説明 

平成２０年 ７月２４日 組合決算監査 

平成２０年 ７月２８日 にしはりま循環型社会拠点施設(熱回収施設、リサイクル施設及び土地造成、進入

道路)建設にかかる設計施工監理業務入札 

              （平成２０年７月３１日契約 (株)日建コンサルタント ５４，８１０，０００円） 

平成２０年 ７月２８日 排水路改修工事（Ａ流域）入札 

              （平成２０年７月３１日契約 (株)西原土木 ８，４００，０００円）  

平成２０年 ７月２８日 排水路改修工事（Ｂ流域）入札 

              （平成２０年７月３１日契約 (株)新光建設 ７，８７５，０００円） 

平成２０年 ７月２８日 排水路改修工事（Ｃ流域）入札 

              （平成２０年７月３１日契約 (有)加藤組 ７，１４０，０００円） 

平成２０年 ７月３０日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札参加一次申請受付締切り 

平成２０年 ８月 ７日 正副管理者会議 

   ① 主要経緯について ② 循環型社会拠点施設整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事 

性能発注公募にかかる状況について ③ 業務委託他入札結果について  

   ④ 平成１９年度にしはりま環境事務組合会計歳入歳出決算について 
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   ⑤ にしはりま環境事務組合公平委員会委員の選任について 

   ⑥ 第１２回にしはりま環境事務組合議会定例会及び全議員協議会について 

   ⑦ 議会運営協議会について 

平成２０年 ８月１１日 議会運営協議会 

平成２０年 ８月２２日 議会全員協議会 

   ① 主要経緯 

② 循環型社会拠点施設整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事発注について 

③ 業務委託他入札結果について  

④ 土地造成及び進入道路工事の施工状況について  ⑤ その他 

平成２０年 ８月２２日 第１２回組合議会定例会 

   ① 平成１９年度にしはりま環境事務組合繰越明許費繰越計算書の報告について 

② にしはりま環境事務組合公平委員会委員の選任同意の件 

③ 平成１９年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算の認定の件 

平成２０年 ８月２２日 組合議員土地造成及び進入道路工事現地視察 

平成２０年 ９月 ５日 にしはりま環境事務組合公平委員会 

平成２０年 ９月１１日 １者入札参加要件欠格(兵庫県指名停止（H20.9.11～H20.10.10）のため欠格通知 

平成２０年 ９月１９日 １者入札辞退 

平成２０年 ９月３０日 １者入札辞退 

平成２０年１０月 ９日 正副管理者会議 

   ① 循環型社会拠点施設整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について 

平成２０年１０月２３日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札取消し公告 

平成２０年１１月１８日 正副管理者会議 

① (財)兵庫県環境クリエイトセンター事業の取り組み状況について 

② 循環型社会拠点施設整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について 

③ 土地造成及び進入道路工事の進捗状況について 

④ 平成２０年度構成市町の負担金について  

平成２０年１２月 ４日 南但広域行政事務組合来所 

平成２０年１２月２０日 光都２１自治会役員土地造成及び進入道路工事現地視察 

平成２１年 １月 ９日 武田座長事前協議 

平成２１年 １月１９日 議会運営協議会 
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平成２１年 ２月 ２日 第９回技術審査小委員会 

平成２１年 ２月１８日 正副管理者会議 

① 主要経緯について  ② 技術審査小委員会の報告及び処理方式の決定及び供用開始時期について 

③ 周辺整備事業について  ④ 土地造成及び進入道路工事の変更契約について 

⑤ 平成２０年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算について 

⑥ 平成２１年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について 

⑦ 第１３回にしはりま環境事務組合定例議会及び全議員協議会について 

⑧ 議会運営協議会について 

平成２１年 ２月２０日 議会運営協議会 

平成２１年 ２月２３日 組合議会全議員協議会 

① 主要経緯 

② 循環型社会拠点施設整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札取消し経緯及び再入札

について 

③ 土地造成及び進入道路工事の変更について  ④ その他 

平成２１年 ２月２３日 第１３回組合議会定例会 

① にしはりま環境事務組合議会議長選挙について   ② 工事請負契約の変更について 

③ 平成２０年年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について 

④ 平成２１年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について 

平成２１年 ２月２５日 第２６回建設地周辺地域連絡協議会 

平成２１年 ３月１８日 西大畑集落施設発注にかかる住民説明会 

平成２１年 ３月１８日 環境保全委員会山村副委員長協議 

平成２１年 ３月１９日 三原集落施設発注にかかる住民説明会 

平成２１年 ３月２０日 三ッ尾・大下がり集落施設発注にかかる住民説明会 

平成２１年 ３月２１日 弦谷集落施設発注にかかる住民説明会 

平成２１年 ３月２２日 東大畑集落施設発注にかかる住民説明会 

平成２１年 ３月２７日 第２回環境保全委員会 

平成２１年 ３月２８日 久保集落施設発注にかかる住民説明会 

平成２１年 ４月 １日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札公告 

平成２１年 ４月 ３日 専門委員会藤井副委員長報告 

平成２１年 ４月２４日 鞍居地区連合自治会施設発注にかかる住民説明会 
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平成２１年 ４月２７日 赤穂市民生生活常任委員会で(財)兵庫環境クリエイトセンターと大阪住友セメント

(株)がセメントリサイクル事業を行う旨報告 

平成２１年 ４月２９日 光都２１自治会役員発注にかかる住民説明会 

平成２１年 ５月２６日 生活環境影響調査事後監視調査（振動・騒音） 

平成２１年 ６月１９日 北但広域行政事務組合来所 

平成２１年 ７月１６日 正副管理者会議 

① 職務代理者の指定  ② 主要経緯 

③ 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について 

④ その他 正副管理者・議会議員行政視察について 

平成２１年 ７月２２日 組合決算監査 

平成２１年 ８月１７日 正副管理者会議 

① 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について 

② 土地造成及び進入道路工事の施工状況について 

③ 平成２０年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算について 

④ 第１４回にしはりま環境事務組合議会定例会及び全議員協議会について 

⑤ 議会運営協議会について  ⑥ その他 

平成２１年 ８月２４日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札取消し公告 

平成２１年 ８月２７日 組合全議員協議会 

① 主要経緯  ② 循環型社会整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の発注について 

③ 土地造成及び進入道路工事の施工状況について  ④ その他 

平成２１年 ８月２７日 第１４回組合定例議会 

① にしはりま環境事務組合議会副議長選挙  ② 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の発注方針

について  ③ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例制定の専決

処分の承認について ④ にしはりま環境事務組合監査委員の選任同意について 

⑤ 平成２０年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について 

平成２１年 ９月 １日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札 

平成２１年１０月 ２日 正副管理者会議 

① 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について  ② 組合全議員協議会について 

平成２１年１１月 ９日 主管課長会議 

平成２１年１１月１３日 (株)日立造船二次審査図書受付 
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平成２１年１１月２５日 組合全議員協議会 

① 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について  

② その他 

平成２１年１１月２７日 第２７回建設地周辺地域連絡協議会 

平成２１年１２月 ４日 第１回メーカヒヤリング 

平成２１年１２月 ８日 技術審査小委員会武田座長報告 

平成２１年１２月１８日 第２回メーカヒアリング 

平成２１年１２月２０日 建設地周辺住民「土地造成及び進入道路工事」現地視察 

平成２２年 ２月 ５日 焼却灰及びばいじんの処理に関する覚書締結【（財）兵庫県環境クリエイトセンター】 

平成２２年 ２月１５日 正副管理者会議 

① 主要経緯  ② 周辺整備事業について 

③ 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について 

④ 土地造成及び進入道路工事の変更契約について 

⑤ 平成２１年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算について 

⑥ 平成２２年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について 

⑦ 第１５回にしはりま環境事務組合議会定例会及び全議員協議会について 

⑧ 議会運営協議会について  

平成２２年 ２月１６日 上郡町議会議員土地造成及び進入道路工事現地視察 

平成２２年 ２月１７日 議会運営協議会 

平成２２年 ２月２５日 全議員協議会 

  ① 主要経緯  ② 土地造成及び進入道路工事の変更について 

③ 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について  ④ その他 

平成２２年 ２月２５日 第１５回定例議会 

① 工事請負契約の変更について       

② 平成２１年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算について 

③ 平成２２年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について 

平成２２年 ２月２８日 佐用町乃井野自治会役員土地造成及び進入道路工事現地視察 

平成２２年 ３月１７日 第３回環境保全委員会 

平成２２年 ３月１７日 光都２１自治会から「ごみ焼却炉の機種変更に伴なう環境保全協定書の遵守に 

関する質問状」 
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平成２２年 ３月１９日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札 

  ・落札者 日立造船（株） 契約金額 ７，６８６，０００千円（内消費税 366,000千円） 

平成２２年 ３月２４日 議会運営協議会 

平成２２年 ３月３０日 全議員協議会 

  ① 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について  ② その他 

平成２２年 ３月３０日 第１６回臨時議会 

① 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について 

② 工事請負契約の締結について 

平成２２年 ４月 ９日 循環型社会拠点施設建設工事第１回打合せ会 

平成２２年 ４月１４日 光都２１自治会からの「ごみ焼却炉の機種変更に伴なう環境保全協定書の遵守に 

関する質問状」に対する回答書送付 

平成２２年 ４月１６日 循環型社会拠点施設建設工事第２回打合せ会 

平成２２年 ４月２１日 第２８回建設地周辺地域連絡協議会 

平成２２年 ４月２７日 循環型社会拠点施設建設工事第３回打合せ会 

平成２２年 ４月２９日 三原自治会役員調整池説明 

平成２２年 ５月 ７日 循環型社会拠点施設建設工事地質調査第１回分科会 

平成２２年 ５月１０日 循環型社会拠点施設建設工事交付金事務第１回分科会 

平成２２年 ５月１８日 光都土木事務所災害復旧工事残土処分地協議 

平成２２年 ５月１９日 循環型社会拠点施設建設工事第４回打合せ会 

平成２２年 ５月２６日 循環型社会拠点施設建設工事建築第１回分科会 

平成２２年 ６月 ２日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２回分科会 

平成２２年 ６月 ９日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１回分科会 

平成２２年 ６月１４日 佐用町議会議員土地造成及び進入道路工事現地視察 

平成２２年 ６月１６日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（電気）第１回分科会 

平成２２年 ６月２９日 （財）ひょうご環境創造協会前処理事業建設状況視察 

平成２２年 ６月３０日 循環型社会拠点施設建設工事第５回打合せ会 

平成２２年 ７月 ７日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３回分科会、プラント（機）第２回分科会 

平成２２年 ７月１５日 光都土木事務所災害復旧工事残土処分地協議 

平成２２年 ７月２２日 組合決算監査(平成２１年度) 

平成２２年 ７月２５日 光都２１自治会役員説明会 
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平成２２年 ７月２８日 循環型社会拠点施設建設工事第６回打合せ会 

平成２２年 ７月３０日 丹波市施設建設入札について来所 

平成２２年 ８月 ４日 関西パワーテック協議 

平成２２年 ８月１１日 循環型社会拠点施設建設工事建築第５回分科会 

平成２２年 ８月１２日 正副管理者会議  

   ① 主要経緯  ② 熱回収施設・リサイクル施設建設について 

③ 有害鳥獣駆除活動にともなう動物炉の対応について 

④ ボイラー・タービン主任技術者の募集について 

⑤ 平成２１年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算について 

⑥ 全議員協議会及び第１７回組合議会について 

⑦ 議会運営協議会について  ⑧ その他（組合議員視察研修について） 

平成２２年 ８月１６日 議会運営協議会 

平成２２年 ８月２４日 全員協議会(施設建設地現場視察) 

   ① 主要経緯   ②熱回収施設・リサイクル施設建設について 

平成２２年 ８月２４日 第１７回組合議会 

   ① にしはりま環境事務組合副議長選挙について 

② 平成２１年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について 

平成２２年 ８月２６日 循環型社会拠点施設建設工事交付金事務第２回分科会及び第７回打合せ会 

平成２２年 ９月 １日 光都土木事務所災害復旧工事残土処分地協議 

平成２２年 ９月 ８日 循環型社会拠点施設建設工事建築第６回分科会 

平成２２年 ９月１０日 循環型社会拠点施設建設工事第８回打合せ会 

平成２２年 ９月１４日 環境保全委員会山村副委員長災害復旧工事にかかる残土処分地協議 

平成２２年 ９月１５日 光都土木事務所災害復旧工事残土処分地協議 

平成２２年 ９月２２日 循環型社会拠点施設建設工事建築第７回分科会 

平成２２年 ９月２８日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第３回分科会 

平成２２年１０月 ８日 循環型社会拠点施設建設工事建築第８回分科会 

平成２２年１０月１２日 「災害復旧工事残土処分工事」について３者協議（光都土木、佐用町建設課、組合） 

平成２２年１０月１３日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第４回分科会 

平成２２年１０月２５日 にしはりま環境事務組合・組合議員行政視察 

   ・焼却灰、飛灰セメントリサイクル事業（赤穂市） 
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平成２２年１１月 ２日 循環型社会拠点施設建設工事建築第９回分科会 

平成２２年１１月 ４日 循環型社会拠点施設建設工事第９回定例会 

平成２２年１１月 ９日 正副管理者会議 

   ①主要経過報告 ②建築確認申請にともなう建築概要について ③ごみの分別収集及び施設の受け

入れ体制等について ④施設運営方法（直営又は委託）について ⑤災害復旧事業にともなう残土処

分地の工事概要について 

平成２２年１１月１０日 循環型社会拠点施設建設工事建築第１０回分科会 

平成２２年１１月１２日 和歌山県紀の川市議会環境調査特別委員会視察 

平成２２年１１月１６日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第５回分科会 

平成２２年１１月１７日 循環型社会拠点施設建設工事建築第１１回分科会 

平成２２年１１月２６日 循環型社会拠点施設建設工事建築第１２回分科会 

平成２２年１２月 １日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第６回分科会 

平成２２年１２月 ２日 佐用郡経営者協会視察 

平成２２年１２月 ６日 「循環型社会拠点施設建設工事」建築確認申請書提出 

平成２２年１２月 ７日 橋本市周辺広域行政組合・城南広域行政組合視察 

平成２２年１２月 ８日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第７回分科会、建築第１３回分科会 

平成２２年１２月１３日 循環型社会拠点施設建設期間中における水質調査 

平成２２年１２月２１日 循環型社会拠点施設建設工事建築第１４回分科会 

平成２２年１２月２２日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第８回分科会 

平成２３年 １月１１日 循環型社会拠点施設建設工事建築第１５回分科会 

平成２３年 １月１３日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第９回分科会 

平成２３年 １月１９日 正副管理者会議 

   ①主要経過報告 ②熱回収施設・リサクル施設建設について ③ごみの分別収集及び施設の受け入

れ体制等について ④施設運営方法について ⑤平成２２年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入

歳出補正予算（案）について ⑥平成２３年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算（案）に

ついて ⑦第１８回にしはりま環境事務組合議会定例会及び全議員協議会について ⑧議会運営協議

会について 

平成２３年 １月１９日「循環型社会拠点施設建設工事」建築確認申請書許可 

平成２３年 １月２６日 議会運営協議会 

平成２３年 １月２７日 循環型社会拠点施設建設工事建築第１６回分科会 
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平成２３年 ２月 ２日 全議員協議会  ①主要経過 ②熱回収施設・リサクル施設建設について 

平成２３年 ２月 ２日 第１８回にしはりま環境事務組合定例議会 

   ①にしはりま環境事務組合議会議長選挙について 

   ②にしはりま環境事務組合行政財産使用料の徴収に関する条例制定について 

   ③特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

   ④平成２２年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算（第１号）について 

   ⑤平成２３年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について 

平成２３年 ２月 ３日 「災害復旧工事残土処分工事」について協議（光都土木） 

平成２３年 ２月 ３日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１０回分科会 

平成２３年 ２月 ４日 第２９回周辺地域連絡協議会 

平成２３年 ２月 ５日 光都２１自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会 

平成２３年 ２月 ９日 循環型社会拠点施設建設工事建築第１７回分科会 

平成２３年 ２月１１日 久保自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会 

平成２３年 ２月１２日 西大畑自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会 

平成２３年 ２月１３日 弦谷自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会 

平成２３年 ２月１３日 三原自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会 

平成２３年 ２月１４日 三ッ尾自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会 

平成２３年 ２月１５日 鞍居地区連合自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会 

平成２３年 ２月１７日 循環型社会拠点施設建設工事建築第１８回分科会 

平成２３年 ２月１９日 「循環型社会拠点施設」起工式・安全祈願祭 

平成２３年 ２月２０日 東大畑自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会 

平成２３年 ２月２３日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１１回分科会 

平成２３年 ２月２４日 宍粟市森のゼロエミッション推進会議視察 

平成２３年 ２月２５日 循環型社会拠点施設建設工事建築第１９回分科会 

平成２３年 ３月 ９日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２０回分科会 

平成２３年 ３月１０日 ペットボトル受入ホッパ、ペットボトル破袋機、その他プラ製容器包装受入ホッパ、

その他プラ製容器包装破袋機工場検査 

平成２３年 ３月１１日 火格子ブロック工場検査 

平成２３年 ３月１５日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１２回分科会 

平成２３年 ３月１６日 切断機工場検査 
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平成２３年 ３月２４日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２１回分科会 

平成２３年 ３月２５日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１３回分科会 

平成２３年 ３月３０日 第４回環境保全委員会 

【平成２３年度】 

平成２３年 ４月 １日 「循環型社会拠点施設運営事業者選定業務」入札公告 

平成２３年 ４月 ６日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２２回分科会 

平成２３年 ４月 ７日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１４回分科会 

平成２３年 ４月 ８日 災害復旧工事残土処分工事について協議（光都土木） 

平成２３年 ４月 ９日 光都２１自治会役員「循環型社会拠点施設建設工事」現場視察 

平成２３年 ４月１９日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２３回分科会 

平成２３年 ４月２０日 「災害復旧工事残土処分工事」にかかる動植物の移植計画ついて協議（県立大学 

    山村准教授、光都土木 河川復興室第３課） 

平成２３年 ４月２０日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１５回分科会 

平成２３年 ４月２１日 循環型社会拠点施設建設工事設計協議（管理者、設計者） 

平成２３年 ４月２２日 「災害復旧工事残土処分工事」について協議（光都土木 河川復興室第５課、佐用町） 

平成２３年 ４月２８日 「循環型社会拠点施設運営事業者選定業務」入札 

・落札者 日建技術コンサルタント（株） 契約金額 １０，２９０千円（消費税込み）  

平成２３年 ５月１０日 「災害復旧工事残土処分工事」について協議（光都土木河川復興室、工事請負業者） 

平成２３年 ５月１１日 循環型社会拠点施設建設期間中における水質調査 

平成２３年 ５月１２日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２４回分科会 

平成２３年 ５月１３日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１６回分科会 

平成２３年 ５月２２日 光都２-３自治会、４期自治会「熱回収施設・リサイクル施設建設工事」説明会 

平成２３年 ５月２６日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２５回分科会 

平成２３年 ５月２７日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１７回分科会 

平成２３年 ６月 ９日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２６回分科会 

平成２３年 ６月１０日 循環型社会拠点施設建設工事第１０回定例会 

平成２３年 ６月１７日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１８回分科会 

平成２３年 ６月２３日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２７回分科会 

平成２３年 ７月 １日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第１９回分科会 

平成２３年 ７月 ６日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２８回分科会 



 33 

平成２３年 ７月 ７日 循環型社会拠点施設建設期間中における水質調査 

平成２３年 ７月 ９日 光都４期自治会「熱回収施設・リサイクル施設建設工事」説明会 

平成２３年 ７月１３日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第２０回分科会 

平成２３年 ７月１９日 循環型社会拠点施設建設工事建築第２９回分科会 

平成２３年 ７月２１日 組合決算監査 

平成２３年 ７月２７日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３０回分科会 

平成２３年 ８月 ２日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３１回分科会 

平成２３年 ８月 ３日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第２１回分科会 

平成２３年 ８月 ８日 正副管理者会議 

①主要経過報告 ②熱回収施設・リサイクル施設建設工事について ③ごみの分別収集及び施設の

受入れ体制等について ④運営事業者選定業務について ⑤平成２２年度一般会計歳入歳出決算に

ついて ⑥特別職等の報酬について ⑦大気汚染調査について ⑧平成２３年度一般会計歳入歳出

補正予算について ⑨監査委員の選任について 

平成２３年 ８月１０日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第２２回分科会 

平成２３年 ８月１１日 議会運営協議会 

平成２３年 ８月２４日 全員協議会 

   ①主要経過   

②循環型社会拠点施設建設工事について 

  ・熱回収施設・リサイクル施設建設工事について 

  ・ごみの分別収集及び施設の受け入れ体制について 

  ・運営事業者選定業務について  

平成２３年 ８月２４日 第１９回にしはりま環境事務組合定例議会 

   ①平成２２年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について 

   ②にしはりま環境事務組合監査委員の選任同意について 

   ③平成２３年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算（第１号）について 

平成２３年 ８月３０日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第２３回分科会 

平成２３年 ８月３１日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３２回分科会 

平成２３年 ８月３１日 光都２１自治会住民説明会 

平成２３年 ９月１４日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（電機）第２回分科会 

平成２３年 ９月１５日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３３回分科会 
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平成２３年 ９月１６日 佐用町議会議員建設工事視察 

平成２３年１０月 ５日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第２４回分科会 

平成２３年１０月 ７日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３４回分科会 

平成２３年１０月１８日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３５回分科会 

平成２３年１０月２１日 経済産業省「工事計画届（ばい煙発生施設）」提出 

平成２３年１０月２４日 たつの市新宮地域まちづくり協議会建設工事視察 

平成２３年１０月２６日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第２５回分科会 

平成２３年１０月２８日 第１回運営事業者選定委員会 

平成２３年１１月 １日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３６回分科会 

平成２３年１１月 １日 第３０回周辺地域連絡協議会 

平成２３年１１月 ８日～１４日 光都地区大気質調査 

平成２３年１１月１０日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（電気）第３回分科会 

平成２３年１１月１１日 有田周辺広域事務組合議会建設工事視察 

平成２３年１１月１５日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３７回分科会 

平成２３年１１月２０日 周辺自治会住民建設工事説明会 

平成２３年１１月２８日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第２６回分科会 

平成２３年１１月３０日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３８回分科会 

平成２３年１２月１３日 循環型社会拠点施設建設工事 騒音・振動調査 

平成２３年１２月１５日 循環型社会拠点施設建設工事建築第３９回分科会 

平成２３年１２月２０日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第２７回分科会 

平成２４年 １月 ６日 宍粟環境事務組合議会建設工事視察 

平成２４年 １月１８日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第２８回分科会 

平成２４年 １月２０日 循環型社会拠点施設建設期間中における水質調査 

平成２４年 １月２２日～２８日 光都地区大気質調査 

平成２４年 １月２３日 第２回運営事業者選定委員会 

平成２４年 ２月 ３日 建設工事進捗状況報告（久保集落） 

平成２４年 ２月 ７日 建設工事進捗状況報告（弦谷集落） 

平成２４年 ２月 ８日 建設工事進捗状況報告（三原集落） 

平成２４年 ２月 ９日 正副管理者会議 

①職務代理者の選任について ②主要経過報告 ③熱回収施設・リサイクル施設建設工事について④
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ごみの分別収集及び施設の受入れ体制等について ⑤施設職員の受入れについて ⑥運営事業者

選定業務について ⑦平成２３年度一般会計歳入歳出補正予算（案）について ⑧平成２４年度一般会

計歳入歳出予算（案）について ⑨組合規約の変更について ⑩議会運営協議会、全員協議会及び第

２０回組合議会について  

平成２４年 ２月１０日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第２９回分科会 

平成２４年 ２月１３日 新宮地域ごみ分別等検討委員会建設工事視察 

平成２４年 ２月１４日 建設工事進捗状況報告（西大畑集落） 

平成２４年 ２月１５日 議会運営協議会 

平成２４年 ２月２２日 組合全議員協議会 

① 主要経過 

  ② 循環型社会拠点施設整備事業  

・熱回収施設・リサイクル施設建設工事について 

・運営事業者選定業務について 

平成２４年 ２月２２日 第２０回にしはりま環境事務組合定例議会 

   ①平成２３年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算（第２号）について 

   ②平成２４年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について 

平成２４年 ２月２９日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第３０回分科会 

平成２４年 ３月 ４日 佐用町三日月上・下自治会建設工事視察 

平成２４年 ３月１１日 佐用ライオンズクラブ建設工事視察 

平成２４年 ３月２１日 循環型社会拠点施設建設工事第１１回定例会 

平成２４年 ３月２１日 光都４期自治会大気質調査説明会 

平成２４年 ３月２３日 第５回環境保全委員会 

【平成２４年度】 

平成２４年 ４月 １日 光都２１自治会大気質調査説明会 

平成２４年 ４月 ３日 第３回運営事業者選定委員会 

平成２４年 ４月１０日 「循環型社会拠点施設長期包括的運営事業」入札公告 

平成２４年 ４月１４日 光都２１自治会役員大気質調査協議 

平成２４年 ４月１８日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第３１回分科会 

平成２４年 ４月２５日 第３１回周辺地域連絡協議会 

平成２４年 ５月 ８日 正副管理者会議 
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①熱回収施設・リサイクル施設建設工事の進捗状況について ②運営事業者選定業務について ③ 

あわせ産廃の受入について ④災害廃棄物の受入について ⑤循環型社会形成推進交付金の内示

について 

平成２４年 ５月２２日 紀の海広域施設組合建設工事視察 

平成２４年 ５月２３日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第３２回分科会 

平成２４年 ６月 ６日 上郡町地球温暖化防止活動推進協議会建設工事視察 

平成２４年 ６月 ８日 「循環型社会拠点施設長期包括的運営事業」 

技術提案書、事業計画書、入札書等提出締切り 

平成２４年 ６月１５日 上郡町議会議員建設工事視察 

平成２４年 ６月２０日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第３３回分科会 

平成２４年 ６月２１日 佐用町消防署建設工事視察 

平成２４年 ６月２２日 津山圏域資源循環施設組合建設工事視察 

平成２４年 ６月２２日 佐用町消防署建設工事視察 

平成２４年 ６月２６日 光都４期自治会大気質調査等説明会 

平成２４年 ７月 ２日 北但広域行政事務組合建設工事視察 

平成２４年 ７月 ３日 循環型社会拠点施設建設工事建築第４０回分科会 

平成２４年 ７月１１日 第４回運営事業者選定委員会 

平成２４年 ７月１２日 上郡町環境保全対策審議会建設工事視察 

平成２４年 ７月１２日 循環型社会拠点施設建設工事建築第４１回分科会 

平成２４年 ７月１８日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第３４回分科会 

平成２４年 ７月１９日 循環型社会拠点施設建設工事建築第４２回分科会 

平成２４年 ７月２８日～８月３日 光都地区大気質調査 

平成２４年 ７月３１日 組合決算監査 

平成２４年 ８月 １日 揖龍広域ごみ処理施設環境保全協議会建設工事視察 

平成２４年 ８月 ３日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第３５回分科会 

平成２４年 ８月 ７日 第５回運営事業者選定委員会 

平成２４年 ８月 ９日 正副管理者会議 

平成２４年 ８月１０日 貴重植物生育状況の確認 

平成２４年 ８月２０日 議会運営協議会 

平成２４年 ８月２９日 議会全員協議会 
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   ①主要経過 

②循環型社会拠点施設整備事業について 

  ・熱回収施設・リサイクル施設建設工事の進捗状況について 

③運営事業者選定業務について  

平成２４年 ８月２９日 第２１回にしはりま環境事務組合議会定例会 

    ①にしはりま環境事務組合議会副議長の選挙について 

②平成２３年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について 

③にしはりま環境事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例制定について 

平成２４年 ８月３０日 循環型社会拠点施設建設工事建築第４３回分科会 

平成２４年 ９月 ５日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第３６回分科会 

平成２４年 ９月１１日 循環型社会拠点施設建設工事建築第４４回分科会 

平成２４年 ９月１３日 騒音・振動調査 

平成２４年 ９月１９日 循環型社会拠点施設建設工事建築第４５回分科会 

平成２４年 ９月２０日 水質汚濁調査 

平成２４年 ９月２８日 循環型社会拠点施設建設工事プラント（機）第３７回分科会 

平成２４年 ９月２９日 光都２１自治会ごみ分別収集変更に係る説明会 

平成２４年１０月 １日～３日 環境影響調査  河川水、地下水、簡水、土壌汚染調査（施設周辺地区） 

平成２４年１０月１１日 循環型社会拠点施設建設工事建築第４６回分科会 

平成２４年１０月１２日 土壌汚染調査（光都地区） 

平成２４年１０月１９日 兵庫・岡山県境消防連絡協議会建設工事視察 

平成２４年１０月２０日 光都４期自治会ごみ分別収集及び大気質調査結果説明会 

平成２４年１０月２３日 宍粟市議会、佐用町議会 建設工事視察 

平成２４年１０月２５日 鞍居地区連合自治会建設工事視察 

平成２４年１０月２５日 循環型社会拠点施設建設工事建築第４７回分科会 

平成２４年１０月２７日 光都２－３自治会ごみ分別収集及び大気質調査結果説明会 

平成２４年１１月 ６日 議会運営協議会 

平成２４年１１月 ９日 建築確認完了検査 

平成２４年１１月１６日 第６回環境保全委員会 

平成２４年１１月２１日 土壌汚染調査（敷地境界） 

平成２４年１１月２２日 工事完了検査 



 38 

平成２４年１１月２７日 火入れ式 

平成２４年１１月２８日 試験搬入開始 

平成２４年１１月２９日 佐用町南光地区連合自治会建設工事視察 

平成２４年１２月 ７日 進入道路整備工事入札 （落札 ： 播磨土建工業株式会社） 

平成２４年１２月１３日 負荷運転（試運転）開始 

平成２５年 １月１８日～２０日 予備性能試験 

平成２５年 １月２１日 津山圏域クリーンセンター整備・運営検討委員会視察 

平成２５年 １月２４日 たつの市議会生活福祉委員会視察 

平成２５年 ２月 ４日 正副管理者会議 

平成２５年 ２月 ７日 議会運営協議会 

平成２５年 ２月１４日～１５日 熱回収施設本性能試験 

平成２５年 ２月１５日 議会全員協議会 

平成２５年 ２月１５日 第２２回にしはりま環境事務組合議会定例会 

    ①にしはりま環境事務組合議会議長選挙 

②条例の制定・改正 

③平成２4年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算（第 1号） 

④平成 25年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算 

平成２５年 ２月１９日 佐世保市環境部施設課建設準備室視察 

平成２５年 ２月２２日 光都４期自治会環境調査（土壌）結果説明会） 

平成２５年 ２月２２日～２３日 熱回収施設本性能試験 

平成２５年 ２月２５日 第３２回周辺地域連絡協議会  

ひょうご環境創造協会赤穂事業所・大阪住友セメント視察 

平成２５年 ２月２８日 上郡町議会議員視察 

平成２５年 ３月 １日～５日 タービン負荷運転調整（発電運転）性能試験 

平成２５年 ３月１２日 第７回環境保全委員会 

平成２５年 ３月１３日～１４日 竣工検査 

平成２５年 ３月１５日 施設引き渡し 

平成２５年 ３月２７日 竣工式 

平成２５年 ４月 １日 にしはりまクリーンセンター供用開始 

 


