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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２４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２４年３月１４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２４年３月２８日（水） 

 

 ２ 場所  笛吹市役所境川支所議場 
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平成２４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２４年３月２８日 午後３時２０分 開議    

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 平成２３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２号）について 

    第 ４ 議案第２号 平成２４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 

    第 ５ 議案第３号 公平委員会委員の選任について 

    第 ６ 議案第４号 監査委員の選任について 

 

出席議員  １番 兵道顕司議員 

 ２番 鈴木 篤議員 

 ３番 荻原隆宏議員 

 ４番 清水 仁議員 

 ５番 亀山和子議員 

 ６番 中川秀哉議員 

 ７番 中村勝彦議員 

 ８番 丸山国一議員 

 ９番 野中一二議員 

１０番 石原 剛議員 

１１番 斉藤憲二議員 

１２番 森沢幸夫議員 

１３番 渡邉清美議員 

１４番 小林 始議員 

１５番 木内健司議員 

１６番 髙原信道議員 

 

欠席議員  なし  

 

説明のため出席した者の職氏名 

 管理者  宮島雅展 

副管理者 荻野正直 

副管理者 竹越久高 

副管理者 田辺 篤 

事務局長 石原英樹 

総務課長 戸澤慎一 

建設課長 橘田重友 

用地課長 上野英男 

 

職務のため出席した事務局職員の氏名 

 事務局職員 網野光邦 

事務局職員 小田切英雄 

事務局職員 堀口昌賢 

 

書  記 古屋健司 

書  記 石川克己 
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〇事務局（戸澤総務課長） 開会に先立ち、相互にあいさつをいたしたいと思います。 

   全員ご起立をお願いいたします。（全員起立 互礼） ご着席願います。 （全員着席） 

 

開会【午後３時２０分】 

 

〇議長（野中一二 君） 只今の出席議員１６人、議会は成立いたします。 

   只今から平成２４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。 

   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。 

   監査委員から平成２３年８月分から平成２４年１月分の例月出納検査報告書が提出されました。 

   お手元に配付いたしております報告書によりご了承願います。 

   この際申し上げます。報道機関から取材のため、カメラによる撮影の申し出があり、これを許

可いたしておりますので、ご承知願います。 

   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 会議録署名議員の指名 

 

○議長（野中一二 君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   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、

議長において指名いたします。 

   ６番、中川秀哉君、１２番、森沢幸夫君を指名いたします。 

 

日程第２ 会期の決定 

 

○議長（野中一二 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。今定例会の会期は、配付いたしております会期日程のように、本日の１日

間といた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） 

〇議長（野中一二 君） 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

いたしました。 

 

日程第３ 「議案第１号」、日程第４ 「議案第２号」 

 

○議長（野中一二 君） 次に、今定例会へ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３から第６でありますので、朗読は省略いたします。 

   日程第３「議案第１号」及び日程第４「議案第２号」の２案を一括議題といたします。 

   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号から議案第２号までの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２３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２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３千２５２万８千円を更正し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２千９１８万７千円とするものでございます。 

   歳入第１款、分担金及び負担金は、歳出執行予算の減額に伴う構成４市の負担金を減額補正す

るものであります。 
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   歳入第３款、繰越金は、平成２２年度における歳入歳出決算額の確定により、歳入歳出差引剰

余金を平成２３年度予算の繰越金として追加補正するものであります。 

   歳入第４款、諸収入は、平成２３年度上期・下期組合預金利子決算における預金利子等の増と

山梨県環境整備事業団からの受託事業収入の増に伴い、追加補正するものであります。 

   歳出第１款、議会費は、２３年度の議員研修が、県内施設での実施となったことに伴い費用弁

償を減額補正するものであります。 

   歳出第２款、総務費は、決算体制に向けた事務費等の組替えと、１３節事業費の確定に伴う委

託料の減額補正をするものであります。 

   なお、１３節委託料の一部については、社会資本整備総合交付金事業の執行を笛吹市が行うこ

とに関係し、同目１９節負担金補助及び交付金に組み替えるものであります。 

   第２表、継続費の補正につきましては、環境影響評価業務委託の年割額の変更を行うものであ

ります。 

   議案第２号、平成２４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、

歳出の主な経費といたしまして、これまで継続費として実施してまいりました環境影響評価業務

委託、及びアドバイザリー業務委託の継続費最終年度の実施分と中間処理施設建設に向けた計画

地の用地取得関連経費、及び土地造成工事請負費、取付道路の整備に係る経費、組合事務局維持

に伴う諸費用など、必要な見込み額を措置したものでございます。 

   歳入につきましては、構成市からの負担金、循環型社会形成推進事業の第２次計画実施に伴う

国庫支出金、山梨県環境整備事業団と笛吹市からの受託事業収入及び組合債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１７億３千１９７万４千円となりました。 

   なお、第３条の債務負担行為といたしまして、第３表でお示しいたしましたとおり、３つの事

業を予定しております。 

   また、用地取得に係る支払遅延を防止し、適切な支払実施を行うため、第５条において、一時

借入金の借入の最高額を新たに設定することといたしております。 

   何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

    （管理者 降壇・着席） 

○議長（野中一二 君）提案理由の説明は、終わりました。 

   お諮りいたします。議案第１号及び議案第２号につきましては、質疑及び討論の通告がありま

せんでしたので直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野中一二 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１号及び議案第２号につきまして

は、質疑及び討論を省略し直ちに採決いたします。 

   議案第１号、平成２３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２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） 

○議長（野中一二 君） 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。 

   議案第２号、平成２４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） 

○議長（野中一二 君） 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５ 「議案第３号」 

 

○議長（野中一二 君） 次に、日程第５、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。 
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   （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、神宮司勉が、本年３月３１日をもって辞任したいとの届け出がありましたので、後

任として荻野禎三を選任いたしたく、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、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（野中一二君） 提案理由の説明は終わりました。お諮りいたします。議案第３号につきまし

ては、質疑及び討論を省略し、直ちに採択いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野中一二君） 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いたします。 

   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） 

○議長（野中一二君） 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。 

   ここで時間をいただきまして、公平委員に同意いたしました荻野禎三君からあいさつしたい旨

の申し出がありましたので、これを許します。 

○荻野禎三公平委員（入場・登壇） 議長さんのお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上

げます。 

   このたび、組合の公平委員を務めることとなりました、笛吹市の荻野禎三と申します。よろし

くお願いいたします。先日も私は、公平委員の研修会に出てまいりました。改めて公平委員の役

割の大きさと、責任の重さを痛感しているところであります。何分、未熟者でありますけれども、

勉強しながら、公平委員の職務に誠心誠意取り組んでまいりたいと思います。つきましては、皆

様方には、ご指導ご鞭撻のほどを、決意を胸にいたしまして、簡単ではありますが、あいさつに

代えさせていただきます。 

    （荻野禎三公平委員 降壇・退場） 

 

 

日程第６ 「議案第４号」 

 

○議長（野中一二 君） 次に、日程第６、管理者から議案第４号「監査委員の選任について」が提

出されました。これを議題といたします。 

   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４号「監査委員の選任について」は、組合の監査委員のうち、識

見を有する者のうちから選任した平山壽文が本年３月２６日をもって任期満了になりましたので、

後任として林健を選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１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、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（野中一二 君） 提案理由の説明は終わりました。お諮りいたします。議案第４号につきま

しては、質疑及び討論を省略し、直ちに採択いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野中一二 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第４号につきましては、質疑及び討

論を省略し直ちに採択いたします。 

   議案第４号 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合監査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。 
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    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野中一二 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり同意すること

に決しました。 

   ここで時間をいただきまして、監査委員に同意いたしました林健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。 

○林健監査委員（入場・登壇） 議長から許可を与えられましたので、ご挨拶をさせていただきます。 

   このたび、当組合の監査委員に指名をいただきました、甲州市の林健でございます。選任され

ましたこと、大変光栄に存じております。一方で職責の重大さに身の引き締まる思いをいたして

いるところでございます。誠心誠意職務を務めさせていただきますので、皆様方のご指導ご鞭撻

のほどを、よろしくお願い申しあげまして、あいさつとさせていただきます。 

    （林健監査委員 降壇・退場） 

 

○議長（野中一二 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２４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。 

 

閉会【午後３時３５分】 

 

〇事務局（戸澤総務課長） あいさつを交わしたいと思います。 

   全員ご起立をお願いいたします。（全員起立 互礼） ご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

              議  長    野 中 一 二 （自署） 

 

              署名議員    中 川 秀 哉 （自署） 

 

              署名議員    森 沢 幸 夫 （自署） 


