第１５回 にしはりま環境事務組合議会定例会会議概要録
１．開会日時 平成２２年２月２５日（木曜日）午後２時３０分
２．閉会日時 平成２２年２月２５日（木曜日）午後３時１５分
３．場

所 兵庫県立先端科学技術支援センター 多目的室

４．出席議員（１４名）
１番 森 由紀子

２番 桂 隆司

３番 小寺昭男

４番 栗本一水

５番 高山政信

６番 伊藤一郎

７番 東 豊俊

８番 岡田初雄

９番 村上 昇

１０番 田渕重幸

１１番 新田俊一

１２番 松尾文雄

１３番 金谷英志

１４番 山田弘治

５．出席説明員
管理者

庵逧典章

副管理者 山本 暁（職務代理）

副管理者 山名基夫

副管理者 西田正則

副管理者 田路 勝

監査委員 坂口 榮

６．出席事務局職員
にしはりま環境事務組合会計管理者 上谷正俊
にしはりま環境事務組合事務局長

谷口茂博

同次長 船曳 覚
同次長 古林義博
同局長補佐兼企画調整係長 松本賢一
同建設２係長 祐谷佳孝
同総務係長

下多謙一

同

安原かおり

７．関係市町主管課長
姫路市市民生活局美化部リサイクル推進課課長補佐 松本好正
たつの市市民生活部環境課 CO2・ごみ削減対策担当課長 小谷真也
宍粟市生活環境部環境衛生課長 藤井善光
上郡町住民課長 東末守史
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佐用町住民課長 木村佳都男
佐用クリーンセンター所長 谷口行雄
宍粟環境事務組合事務局長 林 克治
播磨高原広域事務組合事務局長 清水豊彦
８．議事日程
１ 議長あいさつ
２ 管理者あいさつ
３ 開会宣告
４ 議事日程
第１ 会議録署名議員の指名
第２ 会期の決定
第３ 議案第１号
工事請負契約の変更について
第４ 議案第２号
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（第１号）について
第５ 議案第３号
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
５ 閉会宣告
６ 管理者あいさつ
７ 議長あいさつ
議長あいさつ
○議長（田渕重幸君）

定刻がまいりましたので、ただいまより２月定例会を開きます。

開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
梅の花も満開となった今日この頃ですが、本日、第１５回にしはりま環境事務組合議会定例会が招集
されましたところ、議員各位におかれましては、姫路市におきましては既に会期中、他の市町につきま
しても定例会前のご多忙の中にもかかわりませずご参集いただきまして誠にありがとうございます。
さて、本日の定例会に提案されます案件は議案３件であります。
それでは、どうか慎重な審議を賜り適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、簡単で
はございますけれども、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。
管理者あいさつ
○議長（田渕重幸君）

ここで、管理者からあいさつの申し出がありますのでお受けいたします。
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管理者。
○管理者（庵逧典章君）

失礼いたします。

開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。２月もあとわずかとなり、ここのところ急に暖か
くなりまして春めいてまいりました。本日は、３月定例議会、各市町におかれましては、既に開会され
たり、定例議会を控えて大変お忙しい中でございますけれども、当組合の第１５回定例会をお願いしま
したところ、議員各位におかれましては、おそろいでご参集をいただきまして誠にありがとうございま
す。それぞれ議員各位におかれましては、ご健勝にてご活躍のこと心からお喜びを申し上げるところで
ございます。
さて、当組合が長年取組んでまいりました、循環型社会拠点整備事業もいよいよそれぞれの建設に取
組むまでにようやくこぎつけてまいりました。一昨年から実施をしてまいりました、敷地造成又進入道
路の工事におきましても、先ほどの協議会におきまして説明させていただきましたように、概ね全て事
業が完了しました。予定通りこうして立派に土地が造成できまして、いよいよ３月１９日に予定してお
ります、熱回収施設、リサイクル施設の入札をさせていただいて、施設の建設にこれから取組んでまい
りたいと思っております。
本議会に対しましては、案件には先ほど説明をさせていただきました、造成工事、進入道路工事の請
負契約の変更、２１年度の補正予算、また、２２年度いよいよ本格的に施設の建設に取組んでまいりま
すけれども、その２２年度の予算ということで重要な案件を提案させていただきますので、慎重審議い
ただきまして、適切妥当な結論に導いていただきますようにどうぞよろしくお願い申し上げます。以上
開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。
開会宣告
○議長（田渕重幸君）
ただいまから、第１５回にしはりま環境事務組合議会定例会を開会いたします。
本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しておりますとおりであります。
日程第１ 会議録署名議員の指名
○議長（田渕重幸君）

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７１条第１項の規定により議長より指名いたします。
２番、桂 隆司議員、１３番、金谷英志議員、以上両議員にお願いをいたします。
日程第２ 会期の決定
○議長（田渕重幸君）

日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。
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本定例会の会期は、本日１日限りにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔
「異議なし」という声あり〕
○議長（田渕重幸君）

ご異議なしと認めます。

会期は本日１日限りと決定いたしました。
日程第３ 議案第１号 工事請負契約の変更について
○議長（田渕重幸君）

日程第３、議案第１号、
「工事請負契約の変更について」を議題といたします。

本件について提案理由の説明を求めます。
管理者。
○管理者（庵逧典章君）

事務局長に説明させます。

○事務局長（谷口茂博君）

皆様方には、お手元の定例会提出議案をご覧いただきたいと思います。

１ページでございます。
議案第１号、工事請負契約の変更について、第１３回定例会において議案第１号をもって議決のあっ
た、にしはりま循環型社会拠点施設整備事業土地造成及び進入道路工事に係る請負契約を次のとおり変
更したいので、にしはりま環境事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条
例第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。平成２２年２月２５日提出。にしはりま環境事務組合
管理者、庵逧典章。記、１ 契約の目的 にしはりま循環型社会拠点施設整備事業 土地造成及び進入道路
工事。２ 契約金額 １０億９，３４３万８，５００円。うち取引に係る消費税額 ５，２０６万８，５０
０円。３ 変更後の契約金額 １０億９，２１９万１，１００円。うち取引に係る消費税額 ５，２００
万９，１００円。１２４万７，４００円の減額でございます。４ 契約の相手方、宮本・山陽・福原特定
建設工事共同企業体。代表者、兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町１丁目１７番地。株式会社 宮本組。代表
取締役 宮本 茂。構成員、兵庫県たつの市誉田町片吹７３の２。山陽建設工業株式会社。代表取締役
前田 司。構成員、兵庫県姫路市大津区真砂町２５番地。株式会社 福原組。代表取締役 福原 督之。
以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。
○議長（田渕重幸君）

上程議案に対する説明が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。
〔
「なし」という声あり〕
○議長（田渕重幸君）

質疑なしと認めます。

これから第１号議案に対する採決を行います。採決は起立によって行います。
第１号議案は可決することに賛成の方は、起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長（田渕重幸君）

起立多数です。
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よって、第１号議案は、原案のとおり可決されました。
日程第４ 議案第２号 平成２１年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出
補正予算第１号について
○議長（田渕重幸君）

日程第４、議案第２号、
「平成２１年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入

歳出補正予算第１号について」を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めます。
管理者。
○管理者（庵逧典章君）
○事務局長（谷口茂博君）

事務局長に説明をさせます。
議案第２号、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

正予算についての説明を申し上げます。お手元の資料３ページをお開き願いたいと思います。
歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１億１，６
２３万７千円を減額いたしまして、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億５，
０１８万９千円で、
お願いしたいと思います。次に、債務負担行為の補正でございます。第２条、債務負担行為の変更は、
第２表 債務負担行為補正によるところでございます。次に、地方債の補正、第３条、地方債の変更は第
３表 地方債補正によります。
平成２２年２月２５日提出。
にしはりま環境事務組合、
管理者 庵逧典章。
今回の補正の主な要因でございますが、１点目といたしまして、熱回収施設・リサイクル施設建設工
事の入札遅延による事業費の減額でございます。２点目といたしましては土地造成及び進入道路工事等
の事業費精算による減額でございます。３点目につきましては、その他事務的経費等の精算見込みによ
る減額が主な補正の要因でございます。
８ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細表でございます。まず、歳出で
ございます。款、補正額、計と朗読説明させていただきます。１款 議会費、６５万７千円の減、５６万
５千円。２款 総務費、３８１万７千円の減、６，９７９万４千円。５款 施設整備事業費、１億５７８
万円の減、５億７，１９７万７千円。８款 公債費、５９８万３千円の減、７３５万３千円。歳出合計、
１億１，６２３万７千円の減、６億５，０１８万９千円でございます。
１１ページをお開き願いたいと思います。１款の議会費でございます。６５万７千円の減であります
が、視察研修を予定しておりましたが、兵庫県西北部災害のため中止をさせていただきました。そのよ
うなことで、旅費なりバスの借上げ等を減額したものです。２款の総務費、１目 一般管理費でございま
す。３８１万７千円の減額ですが、非常勤委員等の報酬、１０９万７千円の減。委員会開催等の実績に
よっての減額でございます。その他、事務精査による減額でございます。１２ページでございます。５
款 施設整備事業費、１目 施設整備事業費でございます。１３節 委託料、９９２万１千円の減でござい
ます。これにつきましては、特に、熱回収施設・リサイクル施設建設工事発注遅延によりまして減額と
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なっております。１５節 工事請負費でございます。土地造成及び進入道路工事の精算により、３，８０
６万３千円の減。熱回収施設・リサイクル施設工事入札遅延による減額は、４，２６９万円。合計、８，
０７５万３千円の減でございます。１９節 負担金補助及び交付金で、１，４１０万６千円の減でござい
ます。これは、一部災害のために実施出来なかった、周辺整備事業の減額でございます。１３ページで
ございます。８款 公債費でございます。２目 利子、２３節 償還金利子及び割引料で、５９８万３千円
の減でございます。
８ページに戻っていただきまして、歳出に伴う歳入でございます。これにつきましても、款、補正額、
計ということで説明させていただきます。１款 分担金及び負担金でございます。１，８２０万７千円を
減額いたしまして、１億２，２３６万４千円。３款 国庫支出金、７，５７０万円を増額いたしまして、
１億１，３０３万７千円。９款 繰越金、１６１万２千円を増額いたしまして、１６１万３千円。１０款
諸収入、５４４万２千円を減額いたしまして、１，９２７万５千円。１１款 組合債、１億６，９９０万
円を減額いたしまして、３億９，３９０万円。歳入合計、１億１，６２３万７千円を減額いたしまして、
６億５，０１８万９千円でございます。
次に９ページでございます。歳入の明細を付けていますが、１款 分担金及び負担金、１目 組合分担
金、５節 分担金でございますが、構成市町分担金で、１，８２０万７千円を減額しております。この内
訳につきましては、１４ページに添付していますので、後ほど明細を見ていただきたいと思います。３
款 国庫支出金、１目 衛生費国庫補助金、循環型社会形成推進交付金、７，５７０万円の増額ですが、
これにつきましては、当初予算では、敷地面積の内、建物の底地部分を交付金対象として計上しており
ました。その後、環境省と交付金の対象範囲を再度調整する中で、施設建設敷地を対象とするというこ
とで認めていただきました。そのようなことで、増額になったということです。１０款 諸収入でござい
ます。１目 雑入、１節 雑入でございますが、５４４万２千円を減額しておりますが、これにつきまし
ても熱回収施設・リサイクル施設建設の入札遅延にかかる事業費減による減額でございます。１１款 組
合債、１目 一般廃棄物処理事業債につきましても、１億６，９９０万円の減額でございます。
６ページに戻っていただきたいと思います。第２表、債務負担行為補正でございます。２１年度の当
初で債務負担行為をお願いしておりました。先ほどより、施設の入札遅延ということでお願いしており
ますけれども、そのようなことで本年度予算執行が出来なくなりましたので、限度額を変更するもので
ございます。変更前、８６億円を変更後、８６億４，２６９万円に変更するものでございます。
７ページでございます。第３表 地方債の補正でございます。循環型社会形成推進交付金の増額、土地
造成及び進入道路工事の精算、
又、
循環型拠点施設建設工事の入札遅延等による減額により変更が伴い、
５億６，３８０万円を変更後、３億９，３９０万円に限度額を変更するものでございます。起債方法、
利率、償還の方法については、変更はございません。以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。
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どうかよろしくお願いいたします。
○議長（田渕重幸君）

上程議案に対する説明が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。
○議長（田渕重幸君）

１３番、金谷議員。

○１３番（金谷英志君）

６ページの債務負担行為についてお伺いします。先ほどの説明の中でも、

遅延ということで、４，２６９万円の増額ですが、その内容について説明をお願いいたします。
○議長（田渕重幸君）

事務局長。

○事務局長（谷口茂博君）

これにつきましては、２１年度当初で、８６億円の限度額を設定いただ

き、認めていただいたところでございますが本年度予算で、４，２６９万円を本年度執行出来るものと
して、予算を計上させていただいておりました。そのような中で、３月１９日の入札を執行して、３月
３０日に本契約の議決をいただくという中で本年度予定しておりました、４，２６９万円が本年度執行
出来ないという中で、
これにかかる建設費は翌年度、
２２年度以降にかかってくるものということから、
４，２６９万円を変更追加したということですが、よろしいでしょうか。
○１３番（金谷英志君）

債務負担行為ですから、２４年度まで期間があるわけですから、その中で

処理するということではないんでしょうか。今年度についてはそうですが、２４年度までの中で債務負
担行為を行なうということですから、その中で割り振りは出来ると思いますが。
○議長（田渕重幸君）
○事務局長（谷口茂博君）

事務局長。
一応、８６億円、入札執行をする中で、予算的には、１９日の段階では、

８６億しか予算がないということになるわけです。そうすると全体事業費は、当初から組合は予算上８
６億４，２６９万円を建設事業費という形で予算を見ていたんですが、これを変更しないと８６億円で
入札執行をしていくことになるということで、当初から８６億４，２６９万円で建設事業費を見込んで
おりますので、４，２６９万円の現年度を翌年度へ追加して全体事業費を確保するという考え方です。
よろしいでしょうか。
○議長（田渕重幸君）
○１３番（金谷英志君）
○議長（田渕重幸君）

１３番、金谷議員、よろしいですか。
はい。
他にありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。
原案に反対者の反対討論なしと認めます。
次に、原案に対する賛成者の発言を許します。
原案に賛成者の賛成討論なしと認めます。
○議長（田渕重幸君）

これで討論を終わります。
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これから、第２号議案に対する採決を行います。採決は起立によって行います。
第２号議案は可決することに賛成の方は、起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長（田渕重幸君）

起立多数です。

よって、第２号議案は、原案のとおり可決されました。
日程第５ 議案第３号 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
○議長（田渕重幸君）

日程第５、議案第３号、
「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」を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めます。
管理者。
○管理者（庵逧典章君）
○事務局長（谷口茂博君）

事務局長に説明をさせます。
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説

明申し上げます。
議案第３号、１８ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額
は、歳入歳出それぞれ、２億６，２５４万４千円と定めます。２、歳入歳出予算の款、項の区分及び当
該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。地方債、第２条でございます。地方自治法第２３０
条第１項の規定により起すことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方
法は、第２表 地方債による。一時借入金、第３条でございます。地方自治法第２３５条の３第２項の規
定による一時借入金の借入れの最高額は、１億１，３００万円と定める。平成２２年２月２５日提出。
にしはりま環境事務組合、管理者 庵逧典章。
２２ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出予算事項別明細でございますが、まず、歳出でご
ざいます。款、本年度予算額、比較を朗読説明します。１款 議会費、７１万２千円、５１万円の減。２
款 総務費、７，３５４万８千円、６万３千円の減。５款 施設整備事業費、１億７，１２８万４千円、
５億６４７万３千円の減。８款 公債費、１，６５０万円、３１６万４千円の増。１０款 予備費、５０
万円、比較ゼロ。歳出合計、２億６，２５４万４千円、５億３８８万２千円の減でございます。
２５ぺージをお開き願いたいと思います。歳出の主なものを説明いたします。１款 、１目、議会費で
ございますが、前年度より５１万円の減額をさせていただいております。昨年度、山口県の山口エコテ
ックでの焼却灰のセメント資源化視察を予定させていただいておりましたが、兵庫県西北部豪雨被害に
より中止をさせていただいたところです。本年度、幸い財団法人兵庫県環境クリエイトセンターと住友
大阪セメント株式会社が共同事業で、ごみ焼却灰及びばいじんのセメントリサイクル事業に取組まれて
おります。現在、その施設を赤穂市の折方で建設中でありまして、本年の８月には供用開始されるとい
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うことを聞いております。そちらで視察研修をさせていただいたらということで、交通費等を減額させ
ていただいております。その他、予算については、前年度同額でお願いしたいと考えております。２款 総
務費、１目 一般管理費につきましては、ほぼ前年並みの、７，３４７万４千円を計上させていただいて
おります。
２８ページをお開き願いたいと思います。５款、１目 施設整備事業費でございます。４節 共済費、
４０万円、７節 賃金でボイラ・タービン主任技術者、２６０万円を計上させていただいておりますが、
現在発注をしております、
熱回収施設に発電設備を設けることにしておりまして、
これにつきましては、
電気事業法の第４３条で、電気主任技術者と共にボイラ・タービン主任技術者を選任しなければいけな
いということになっております。聞きますと建設段階から関わっていただくということになっているよ
うでございます。ボイラ・タービン主任技術者につきましては設置者の直接雇用形態、電気主任技術者
については委託でもよいことになっているようでございます。そのようなことで、本年度初めて計上さ
せていただいたということでございます。１３節 委託料につきましては、平成２１年度まで計上してお
りました、発注仕様書作成業務委託料を皆減しております。その他のものは、前年度と同じような形で
継続してまいりたいということで、１，７２７万９千円を計上させていただいているところです。１５
節 工事請負費については、土地造成及び進入道路工事が３月に完成するために、大幅な減額になってお
りますが、ただ、熱回収施設・リサイクル施設建設工事が入札前で、年度割り事業費が確定しておりま
せんが本年度事業分として、１億１，３００万円を計上させていただいております。１９節 負担金補助
及び交付金につきましては、水道設備、佐用町で施工をしていただいておりますが、水道設備負担金を
減額しておりまして、周辺整備事業負担金、３，６９０万５千円を計上させていただいております。 ２
９ページの８款 公債費でございますが、１，６５０万円を計上しております。一般廃棄物処理事業債の
償還利子が２１年度借入れ分が増えてくるということでございます。１０款の予備費は前年度同額で５
０万円お願いしたいということでございます。
２２ページに戻っていただきたいと思います。
歳出にかかる歳入でございます。
これにつきましても、
款、本年度予算額、比較を朗読説明させていただきます。
歳入、１款 分担金及び負担金、１億４，５２４万２千円、４６７万１千円の増。３款 国庫支出金、
３，４９８万９千円、２３４万８千円の減。９款 繰越金、１千円、比較、ゼロ。１０款 諸収入、３７
１万２千円、２，１００万５千円の減。１１款 組合債、７，８６０万円、４億８，５２０万円の減。歳
入合計、２億６，２５４万４千円、比較、５億３８８万２千円の減でございます。
２３ページでございます。１款 分担金、５節 分担金、１億４，５２４万２千円、各構成市町の分担
金を説明欄に記載しております。詳しくは３２ページに負担金明細を添付しておりますので、ご覧いた
だきたいと思います。３款 国庫支出金、１目 衛生費国庫補助金でございます。循環型社会形成推進交
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付金、３，４９８万９千円をみております。
２４ページでございます。１０款 諸収入、１目 雑入、１節 雑入、３７１万１千円でございますが、
これにつきましては主に兵庫県企業庁の支援金を計上させていただいております。１１款 組合債、１目
一般廃棄物処理事業債でございますが、７，８６０万円を計上しております。これにつきましても、入
札前で非常に未確定要素はありますが、概算事業費の中で２２年度事業分を計上しております。
２１ページに戻っていただきたいと思います。地方債でございます。起債の目的、一般廃棄物処理施
設整備事業。限度額、７，８６０万円。利率、５．０パーセント以内ということでございます。この件
につきましては、３１ページに地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末にお
ける現在高の見込みに関する調書を添付させていただいておりますので、後ほどご覧いただきたいと思
います。
以上で、
平成２２年度一般会計歳入歳出予算の説明を終わります。
どうかよろしくお願いいたします。
○議長（田渕重幸君）

上程議案に対する説明が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。
○議長（田渕重幸君）

１３番、金谷議員。

○１３番（金谷英志君）

２８ページの施設整備事業費の施設整備工事費については、この２２年度

からいよいよ工事が始まるということですが、昨年１１月の協議会でもありましたが、１者しか入札が
無い、前２回は競争性が無いということで取止めたということになって、１者の入札で額についてであ
るとか、技術的に担保される保証はどのように１者の場合はみるのですか。
○議長（田渕重幸君）

管理者。

○管理者（庵逧典章君）

この件につきましては、これまで議会に状況を報告させていただきました

けれども、応札していただく企業が最終的にまた１者ということになってきました。これを２回中止し
て、３回目ということで、今の状況からみれば価格というものを、組合としてきちんと担保して１者の
応札でも適切であれば、落札をしたいということで進めております。担保につきましては、これまでの
実際に事業をされている所の状況も色々と調査をさせていただき、又全都清という中で技術的な指導も
いただき、又コンサル等についても設計内容、価格等についても精査をして、その中で組合としてきち
んとした予定価格を設定させていただく。最終的には組合の中で予定価格を設定させていただいて、そ
れを一つの担保として入札をさせていただきたい。そのように進めていきたいと思っておりますので、
よろしくお願いいたします。
○議長（田渕重幸君）

１３番、金谷議員、よろしいですか。

他に質問はありませんか。
〔
「なし」という声あり〕
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○議長（田渕重幸君） 質疑がないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。
１３番、金谷議員。
○１３番（金谷英志君）

議案第３号、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

案の反対討論を行います。
第１に処理計画量の過大であります。
各構成市町が取組んでいるごみ減量化をさらに進めるとともに、
リサイクル業者等の社会情勢を踏まえ減量を見込むべきであります。このことは、構成市町の負担金の
額にも影響してきます。本予算案でも、処理方式が熟成された技術とされるストーカ炉に変更されまし
たにも関わらず、社会整備事業費は巨額であります。
第２に、ごみ処理は各自治体で処理するのが原則であります。国のごみ処理の方針の変更もあり、又
平成１８年１月に交わされた確認書では、姫路市、たつの市は当分の間、１１年間は当組合に加入する
としており、その後は協議するというのみで、明確な方針が示されておりません。構成市町ごとにごみ
処理計画の検討を求めて反対討論といたします。
○議長（田渕重幸君）

次に、原案に賛成者の発言を許します。

〔
「なし」という声あり〕
○議長（田渕重幸君）

原案に賛成者の賛成討論なしと認めます。

他に討論はありませんか。
〔
「なし」という声あり〕
○議長（田渕重幸君）

これで討論を終わります。

これから第３号議案に対する採決を行います。採決は起立によって行います。
第３号議案は可決することに賛成の方は、起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長（田渕重幸君）

起立多数です。

よって、第３号議案は、原案のとおり可決されました。
閉会宣告
○議長（田渕重幸君）

これで、本日の日程は全て終了いたしました。

会議を閉じます。
第１５回にしはりま環境事務組合議会定例会を閉会いたします。
管理者あいさつ
○議長（田渕重幸君）

ここで、管理者からあいさつの申し出があります。

管理者。
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○管理者（庵逧典章君）

閉会に当たりまして、一言ご挨拶をさせていただきます。

本日は、第１５回の定例議会で、それぞれ３件の案件を提案させていただきましたけれども、適切妥
当なご承認をいただきまして誠にありがとうございます。
いよいよ長年の懸案でありました、この事業におきましても、熱回収施設・リサイクル施設の建設に
向けて、３月１９日に入札執行を予定させていただいております。非常に社会状況が変化して、厳しい
状況の中ではありますけれども、この入札が順調に執行出来て、落札決定出来ればと思っているところ
であります。入札が執行出来れば、先ほど事務局より説明しましたように、非常に大変年度末押し迫っ
た中ではありますけれども、３月３０日に契約のご承認をいただくための議会をお願いしたいと思って
おるところでございます。
本当に、年度末が押し迫って皆様方、各市町の定例議会、又年度末の色々な事業においても、お忙し
いことと思いますけれども、それぞれご健康に気をつけられまして、ご活躍をいただきますようにご祈
念申し上げます。又この組合の取組んでまいりました、この事業におきましても予定どおり、非常に当
初の予定から遅れましたけれども、今後はスケージュールどおり事業が円滑にこれから進むように組合
としても努力をしてまいります。議会におかれましてもご協力のほうよろしくお願い申し上げまして、
本日の定例議会におきまして閉会のご挨拶とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。
○議長（田渕重幸君）

管理者のあいさつが終わりました。
議長あいさつ

○議長（田渕重幸君）

閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

本日は、提出議案に対する慎重なる審議、適切なる結論をいただき誠にありがとうございました。
本日の議会審議を受けて、施設稼動にむけ組合として正副管理者一致協力し、円滑な事業推進にご努
力をお願い申し上げます。
また、議員各位におかれましては、まだまだ寒さ厳しい折でございますが、健康に十分ご留意いただ
きまして、一層のご活躍を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、閉会のあいさ
つとさせていただきます。
本日はご苦労様でございました。

午後３時１５分閉会
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