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甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合告示第１号 
 

 

 

 平成２２年３月甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会定例会を次のとおり招集する。 

 

平成２２年３月１５日 
 

 

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 

管理者  宮 島 雅 展 

 

 

 

 

１ 期日  平成２２年３月２９日（月） 

 

２ 場所  笛吹市役所境川支所議場 

- 2 - 
 



平成２２年３月甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会定例会会議録 
 

平成２２年３月２９日 午後３時０１分 開議    
議事日程 

    報 告 

    第１ 仮議席の指定 

    第２ 議席の指定 

    第３ 会議録署名議員の指名 

    第４ 会期の決定 

    第５ 議案第１号 平成２１年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 

             一般会計補正予算（第１号） 
    第６ 議案第２号 平成２２年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 
             一般会計予算 
    第７ 組合事務一般について質問 
    第８ 議案第３号 公平委員会委員の選任について 
 
出席議員  １番 田中良彦議員     ８番 丸山国一議員 

      ２番 荻原隆宏議員    １１番 森沢幸夫議員 
      ３番 野中一二議員    １２番 上田英文議員 

      ４番 中山善雄議員    １３番 松澤隆一議員 

      ５番 渡邉清美議員    １５番 向山 輝議員 

      ６番 前島敏彦議員    １６番 秋山榮治議員 

      ７番 中村勝彦議員 

 

欠席議員  ９番 中込孝文議員   １４番 上野 稔議員 

     １０番 斉藤憲二議員 
 
説明のため出席した者の職氏名 
      管理者  宮島雅展     事務局長 小宮山 稔 
      副管理者 荻野正直     総務課長 乙黒 洋 
      副管理者 竹越久高     建設課長 橘田重友 
      副管理者 田辺 篤 
 
職務のため出席した事務局職員の氏名 
      事務局職員 中込好和    書   記 町田幸一 
      事務局職員 山中 勉    書   記 雨宮和博 
      事務局職員 広瀬勝基 
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〇事務局（総務課長） 開会に先立ち、相互にあいさつを致したいと思います。 
   全員ご起立をお願い致します。 （全員起立 互礼） 
   ご着席願います。 （全員着席） 
 

開会【午後３時０１分】 
 
〇議長（上田英文 君） 只今の出席議員１３人、議会は成立致します。 
   只今から平成２２年３月甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会定例会を開会致します。 
   本日の会議に入る前に、昨年１２月２８日に急逝されました前副管理者故中村照人様のご冥

福を祈り、黙とうをささげたいと思います。全員のご起立をお願いします。 
   （全員起立）・・・黙とう。・・・おなおりください。ご着席ください。 
   続きまして、先の選挙で新たに山梨市市長になられました竹越副管理者より自己紹介を兼ね

ましてご挨拶を頂きたいと思います。自席にてよろしくお願い致します。 
     （竹越副管理者 あいさつ） 
   これより本日の会議を開きます。 
   報告事項を申し上げます。中込孝文君、上野稔君、斉藤憲二君から本日の会議は、欠席する

旨の届け出がありました。 
   次に、監査委員から平成２１年８月分から平成２２年１月分の例月出納検査報告書が提出さ

れました。お手元に配布致しております報告書によりご了承ねがいます。 
   以上で報告を終わります。 
   これより、日程に入ります。 
 
日程第１ 仮議席の指定 
 
○議長（上田英文 君） 日程第１「仮議席の指定」を致します。甲州市より選出されました議員

の仮議席は、ただ今ご着席の議席をもって仮議席に指定致します。 
 
日程第２ 議席の指定 
 
○議長（上田英文 君） 日程第２「議席の指定」を致します。 
   甲州市より選出されました議員の議席は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会会議規

則第４条第２項の規定により、議長において指定致します。 
   お手元に配布致しております議席図のとおり指定致します。 
   氏名標の準備をする間、しばらくお待ちください。 
     （事務局 氏名標設置） 
 
日程第３ 会議録署名議員の指名 
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○議長（上田英文 君） 再開します。日程第３「会議録署名議員の指名」を致します。 
   会議録署名議員は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会会議規則第８０条の規定によ

り、議長において指名致します。 
   １番 田中良彦君、８番 丸山国一君を指名致します。 
 
日程第４ 会期の決定 
 
○議長（上田英文 君） 次に日程第４「会期の決定」を議題と致します。 
   お諮り致します。今定例会の会期は、配布致しております会期日程のように、本日の１日間

と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
   ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は、本日の１日間と決定致しました。 
 
日程第５～７ 管理者提出議案の上程 質疑・討論・採決 
 
○議長（上田英文 君） 今定例会に提出する議案について、管理者から送付されました提出議案

は、議事日程記載の第５、第６及び第８でありますので、朗読は省略致します。 
   次に、日程第５「議案第１号」及び日程第６「議案第２号」の２案を一括議題と致します。 
   管理者から上程議案「第１号」及び「第２号」に対する提案理由の説明を求めます。 

（管理者 挙手）管理者 宮島雅展君 
     （管理者 登壇） 
○管理者（宮島雅展 君） ただいま議題となりました「議案第１号」及び「議案第２号」の２案

を一括し、提案理由のご説明を申し上げます。 
   議案第１号「平成２１年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計補正予算（第１号）」

につきましては、歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ９千３０５万円を更正し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ、１億２，５５１万７千円とするものでございます。 
   歳出につきましては、第１款 議会費は、議会議員研修費の確定により更正するための補正で

あります。第２款 総務費は、計画支援事業において、環境影響評価業務委託、造成実施設計等

の年度間調整により更正するための補正であります。 
   歳入につきましては、第１款 分担金及び負担金第７款 繰越金、第８款 諸収入及び第９款組

合債を、追加更正するための補正であります。 
   継続費の補正につきましては、環境影響評価業務委託、甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事

業及び運営事業に係るアドバイザリー業務委託の年度及び年割額の変更を行うものであります。 
   地方債の補正につきましては、事業費の確定により、借入限度額を変更するものであります。 
   議案第２号「平成２２年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計予算」でございま

すが、歳出につきましては、主な経費と致しまして、継続事業である 環境影響評価業務委託及

び甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業及び運営事業に係るアドバイザリー業務委託、造成基

本設計等の費用、組合事務局維持に伴う諸費用及び人件費等経常経費の必要見込み額を措置し
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たものでございます。 
   歳入につきましては、構成市負担金、諸収入及び組合債等を見込んでおります。 
   その結果、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９，０７５万１千円となりました。 
   何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。私からの説明とさせて頂きます。 
     （管理者 降壇・着席） 
○議長（上田英文 君） 提案理由の説明は終わりました。 
   日程第５及び日程第６の２案並びに、日程第７「組合事務一般について質問」を一括議題と

致します。 
   これより、上程議案に対する質疑及び、組合事務一般質問を行います。この際、念のため申

し上げます。質疑、質問については、申し合わせ事項を遵守され、重複を避け、簡明にお願い

致します。なお、当局の答弁も、その趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして、議事進行

にご協力をお願い致します。 
   発言の通告がありますので、発言を許します。 
   野中一二君の発言を許します。 

（挙手）野中一二 君（野中一二議員） 
   環境影響評価調査について質問をさせて頂きます。 
   この環境影響評価調査が終わらないと、その先の業務、先程も全員協議会で説明を受けまし

た事項でございますが、地元要望施設であるとか取付け道路の工事であるとか、あるいは都市

計画決定であるとか用地買収であるとか、とにかく全てにおいてこの環境影響評価調査が最優

先すると聞き及んでおります。 
   また、山梨県におきましては、明野の処分場の問題から尾を引くがごとく、この４市で計画

しています中間処理施設の併設施設である処分場につきまして、二の足を踏んでいるような状

況さえ感じられます。 
   いっそのこと、組合単独で調査をし、あるいは此処とは別の場所、改めて別の場所を探して

この事業を早急にスタートする。そういった新たな方策や方法も必要ではないか。このように

考えるところでございますが、管理者は、これに対して、環境影響評価調査の現状に対してど

のようなお考えをお持ちでしょうか、お聞かせ下さい。以上で第一弾の質問は終わります。 
○議長（上田英文 君） 

（管理者 挙手）管理者 宮島雅展君 
     （管理者 登壇） 
○管理者（宮島雅展 君） 野中議員のご質問にお答えします。環境影響評価調査についてであり

あます。 
   山梨県環境影響評価条例では、ごみ処理施設だけが環境影響評価の対象事業となっておりま

すが、方法書作成時点において県より最終処分場並びに地元要望施設も含めた３事業を一体的

な開発として環境影響評価手続きを行うよう、指導を受け方法書の作成も行ったところであり

ます。 
   現在、ミゾゴイを除き現地調査もほぼ終了し、組合と山梨県環境整備事業団で準備書作成の

手続を進めているところであり、組合単独で行うことは困難であります。ご理解を賜りたいと
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存じます。 
   何れに致しましても、それぞれの事業の全容を整え環境影響評価を終了しませんと事業スケ

ジュールに影響を与えることとなりますので、今後、県と協議する中で早急な対応を図って参

りたいと考えております。 
   なお、こういう事を続けておるのであれば、他の場所を探してはいかがか、というお話でご

ざいますが、そういう事も今後の進展の具合によっては、有り得るかも知れませんが、今は県

のお考えをただしながら一緒に定めたもののとおりの状況で進んでいきたいと考えております。 
   せっかく地域に投資をした今の段階でございますので、それが灰燼に帰すような事の無いよ

うに出来うればというのが私の希望でありますし、他の三市の首長さんの考えでも有るのでは

ないかと思っています。 
     （管理者 降壇・着席） 
○議長（上田英文 君） 

（挙手）野中一二 君（野中一二議員自席にて再質問） 
   環境影響評価調査の手続きを巡りまして、既に方法書の作成も行っているところという発言

でございます。 
   また別の場所を探すなどと、確かにお金もかかる、手間もかかる、その辺は私も重々承知の

上だと思いますが、ミゾゴイの調査が終わるのがほぼ８月、それによってどのようになるのか

というのは、実際には調査をやってみないと、今度県の意見は分からない。そうなりまして、

まだその他に県から聞くところによりますと明日、知事さんとお会いになるという話ですが、

その折にも従来と同じような煮え切らない態度の知事さんがそこに居る限り、やはり職員はも

っと煮え切らなくなるではないか。上が沸騰していると少しでも熱くなるんですけれど、上が

ぐらぐらしていると下はぐらとも言わないような変な形になってしまうと、あと２年、３年延

びる可能性は充分考えられる。 
   むしろ、私は今ここでと言うのは、急ぎ過ぎかもしれませんが、違う場所を探すなり、他の

場所を手当てするなり、そういう方を考える方が、むしろ全体的な費用の面から安くなるので

はないかという気さえしている所でございます。 
   その辺を充分汲みして頂き、また副管理者の皆さん方におかれましても、明日は同席なさる

という事でございますので、甲府はまだ平成２７年までありますけど、東山梨の組合は２３年、

山梨市が２４年というふうに、本当は皆様方の方が迫っているんです。しかし、実際に話を聞

いていると、どうも一番後ろから槍を指されている感じなのは甲府だと。我々はよく、うちの

会派の中でも言われますし、議会でも広域の事務組合に行っているのだから進捗状況を早く示

しなさいと、言われるんですが、今まだ環境影響評価調査をやっている、その一言しかずっと

言って貰えなかったという事がございます。 
   その辺をぜひ管理者におかれましては、後ろから指されている槍を汲んで頂き、明日の知事

さんと会って頂けるようお願いします。 
○議長（上田英文 君） 

（管理者 挙手）管理者 宮島雅展君 
    （管理者 登壇） 
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○管理者（宮島雅展 君） 答えさせて頂きます。 
   山梨県環境整備事業団の人事が代わりまして、今度は直接の代表者が県知事になったところ

でありますので、論議の行き立てが、このご自分の耳で聞けれる様な立場になったと、こんな

風に思っていますので、理解の度合いは前以上に進むと思っています。 
   明日は、それぞれの市の議会議長さん、そして此処にいらっしゃる組合の議長さん共々一緒

に参りまして、具体的にこういう事で、今の姿勢では遅れることになってしまうのですという

話をしながら、向うの確たる返事を頂けるように努力をして参りたい。その結果をまたご覧に

なって頂きながら議員の皆様方と一緒に話しあって、より良い方法を模索して行きたい、掴ん

でいきたい、そう思っていますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 
    （管理者 降壇） 
○議長（上田英文 君） これをもって、質疑及び一般質問を終結致します。 
   これより、関連質問がある方は、挙手をお願い致します。 
    （「なし」と呼ぶ者あり） 
   なしと認めます。関連質問がありませんので、これで終結致します。 
○議長（上田英文 君） これより本案を採決致します。 
   議案第１号「平成２１年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計補正予算（第１号）」

について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」と呼ぶ者あり） 
   ご異議なしと認めます。よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 
○議長（上田英文 君） 議案第２号「平成２２年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会

計予算」について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」と呼ぶ者あり） 
   ご異議なしと認めます。よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 
 
日程第８ 管理者提出議案の上程 質疑・討論・採決 
 
○議長（上田英文 君） 次に、日程第８ 議案第３号「公平委員会委員の選任について」を議題

と致します。管理者から提案理由の説明を求めます。 
（管理者 挙手）管理者 宮島雅展君 
     （管理者 登壇） 
○管理者（宮島雅展 君） 議案第３号「公平委員会委員の選任について」は、本組合の公平委員

会委員のうち、赤松弘和が、本年３月２５日をもって任期満了になりましたので、後任として

手塚正雄を選任致したく、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める

ものであります。 
   よろしくご審議の上、ご同意頂きますようお願い申し上げます。 
     （管理者 降壇・着席） 
○議長（上田英文 君） 提案理由の説明は終わりました。 
   お諮り致します。「議案第３号」につきましては、質疑及び討論を省略し、直ちに採択致した
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いと思います。これにご異議ありませんか。 
     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
   ご異議なしと認めます。よって、「議案第３号」につきましては、質疑及び討論を省略し直ち

に採択致します。 
   議案第３号「公平委員会委員の選任について」は、これに同意することにご異議ありません

か。 
     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
   ご異議なしと認めます。よって、議案第３号は、原案のとおり同意することに決しました。 
   ここで時間を頂きまして、公平委員に同意致しました手塚正雄君からごあいさつしたい旨の

申し出がありましたので、これを許します。 
    （手塚正雄公平委員 入場・登壇） 
○公平委員（手塚正雄 君） たいへんご苦労さまでございます。議長のお許しを頂きましたので

一言ごあいさつを申し上げます。 
   このたび、組合の公平委員を仰せつかりました甲州市の手塚正雄でございます。 
   大変光栄に思うと同時に非常に緊張を致しておるところでございます。 
   これからは、公平委員として誠心誠意努めてまいる所存でございますので、どうぞよろしく

皆様方のご指導ご鞭撻をお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども挨拶にかえさせ

て頂きます。どうぞよろしくお願いします。 
    （手塚正雄公平委員 降壇・退場） 
 
○議長（上田英文 君） 以上で本日の日程はすべて終了致しました。 
   これをもちまして平成２２年３月甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会定例会を閉会致

します。 
〇事務局（総務課長） あいさつを交わしたいと思います。全員ご起立をお願い致します。 
     （全員起立 互礼） 
   ご苦労さまでした。 
 
閉会【午後３時２５分】 
 
 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
 

              議  長     上 田 英 文  （自署） 

 

              署名議員     田 中 良 彦  （自署） 

 

              署名議員     丸 山 国 一  （自署） 
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