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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２６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２６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２６年３月２８日（金） 

 

 ２ 場  所  笛吹市役所境川支所議場 

 

 ３ 付議事件 （１）甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が設置する一般廃棄物処理施

           設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例制定に

           ついて 

        （２）平成２５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 

        （３）平成２６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 

        （４）公平委員会委員の選任同意について 
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平成２６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２６年３月２８日 午後２時５５分 開議    

議事日程 

    第 １ 仮議席の指定     

    第 ２ 副議長選挙 

    第 ３ 議席の指定 

    第 ４ 会議録署名議員の指名 

    第 ５ 会期の決定 

    第 ６ 議案第１号 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が設置する一般廃棄物

処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する

条例制定について 

    第 ７ 議案第２号 平成２５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 ８ 議案第３号 平成２６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１０ 議案第４号 公平委員会委員の選任同意について 

 

出席議員  １番 山田弘之議員 

 ２番 岡 政吉議員 

 ３番 兵道顕司議員 

 ４番 鈴木 篤議員 

 ５番 小林 始議員 

 ６番 岩沢正敏議員 

 ７番 中村勝彦議員 

 ８番 丸山国一議員 

 ９番 荻原隆宏議員 

１０番 清水 仁議員 

１１番 石原 剛議員 

１２番 森沢幸夫議員 

１３番 野澤今朝幸議員  

１４番 前島敏彦議員 

１５番 木内健司議員 

１６番 飯嶋賢一議員 

 

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 倉嶋清次 

副管理者 望月清賢 

副管理者 田辺 篤 

事務局長 河西 衛 

総務課長 大須賀貢 

建設課長 角田広幸 

用地課長 上野英男 
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職務のため出席した事務局職員の氏名 

 事務局職員 山村 純 

事務局職員 廣瀬 剛 

事務局職員 堀口昌賢 

書  記 古屋健司 

書  記 土橋淳一 
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〇事務局（大須賀総務課長） 開会に先立ちまして、相互に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。礼。（全員起立 互礼） ご着席願います。（全員着

席） 

 

開会【午後２時５５分】 

 

〇議長（前島敏彦 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２６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、先の選挙で新たに山梨市長となりました「望月清賢」副管理

者より自己紹介を兼ねましてご挨拶をいただきたいと思います。 

   自席にてよろしくお願いします。 

    （山梨市長挨拶） 

   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２５年８月分から平成２６年１月分の例月出納検査報告書が提出さ

れました。お手元に配布してあります報告書によりご了承願います。 

   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 仮議席の指定 

 

○議長（前島敏彦 君） 日程第１、仮議席の指定をいたします。 

   甲州市より新たに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

席に指定いたします。 

 

日程第２ 副議長選挙 

 

○議長（前島敏彦 君） 日程第２、副議長選挙を行います。 

   お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、

指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（前島敏彦 君） 異議なしと認めます。したがって選挙の方法は、指名推選で行う

ことに決定いたしました 
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   重ねてお諮りします。指名方法については、議長が指名することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（前島敏彦 君） 異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定

いたしました。 

   副議長に「中村勝彦君」を指名いたします。 

   お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました「中村勝彦君」を副議長

の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（前島敏彦 君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました「中村

勝彦君」が副議長に当選されました。ただいま副議長に当選されました「中村勝彦君」

が議席におられます。甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会会議規則第３２条第２

項の規定により、当選の告知をします。それでは副議長に当選されました「中村勝彦君」

ごあいさつをお願いします。 

    （中村勝彦議員 登壇） 

〇中村勝彦議員 ただいま議長よりご指名いただきました甲州市選出の中村勝彦でございま

す。副議長という重責を担うことになりましたが、微力ではありますが議員の皆様方の

温かいご支援を浴びつつ、前島議長と共に甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会の

円滑の運営と推進に全力を尽くす決意でございます。今後とも皆様方のご指導ご鞭撻を

賜りますよう心からお願い申し上げまして就任にあたりましてのご挨拶とさせていただ

きます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

    （中村勝彦議員 降壇） 

 

日程第３ 議席の指定 

 

〇議長（前島敏彦 君） 次に、日程第３議席の指定をいたします。 

   甲州市より新た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、中村勝彦君の議席を７番に、丸山国一君の議席

を８番に指定いたします。 

   お諮りします。議席を指定することにご異議ありませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

○議長（前島敏彦 君） 異議なしと認めます。よって議席を指定することに決定いたしま

した。「氏名標」を準備する間、しばらくお待ちください。 

    （「氏名標」を準備） 
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日程第４ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（前島敏彦 君） 再開します、日程第４、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。 

   ７番、中村勝彦君、１１番、石原剛君を指名いたします。 

 

 

日程第５ 会期の決定 

 

○議長（前島敏彦 君） 日程第４、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（前島敏彦 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。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６から第８及び第１０のとおりでありますので、

朗読は省略いたします。 

 

日程第６ 「議案第１号」 

 

○議長（前島敏彦 君）  

   日程第６「議案第１号」を議題といたします。 

   管理者から 上程議案 第１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号の提案理由のご説明を申

し上げます。議案１ページを御覧ください。 

   議案第１号「甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に

係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例」制定につきましては、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律第９条の３第２項の規定に基づき、この条例を制定する必

要があったため、本案を提出するものでございます。 

   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。 

    （管理者 降壇・着席） 
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○議長（前島敏彦 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（前島敏彦 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１号甲府・峡東地域ごみ

処理施設事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等

の手続に関する条例制定につきましては、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（前島敏彦 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。 

 

日程第７ 「議案第２号」、日程第８ 「議案第３号」 

 

○議長（前島敏彦 君） 次に、日程第７「議案第２号」及び日程第８「議案第３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２号及び議案第３号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２号及び議案第３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２号 平成 25 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１億４千７１９万５千円

を更正し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億６千２８５万円とするもので

あります。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い組合必要額と

なる構成市からの負担金が減額となる補正であります。歳入第３款 繰越金は、平成２

４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２５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２５年度上

期・下期組合預金利子決算における預金利子の増と、組合臨時職員雇用保険に係る本人

負担額の増と、本組合が受託事業者として実施している道路改良工事及び上下水道管布

設工事等の今年度年割額が減額確定したことに伴い、行政間協定書に基づく関係機関か

らの受託事業収入が減額となる補正であります。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、事業費の確定に伴う 15 節工事請負費、19 節負担金補助及び交

付金及び 22 節補償補填及び賠償金の減額補正であります。また、23 節償還金、利子及び

割引料は、構成市のうち、甲府市を除く 3 市が「旧合併特例事業」としてそれぞれの市
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で市債を発行したことにより、組合債の償還利子が減額となる補正であります。ごみ処

理施設に隣接して計画している「地域振興施設」の温泉掘削工事については、継続費を

設定し実施することとしておりますが、今般、消費増税を考慮し平成 26 年度以降の年割

額を第２表 継続費補正として増額することとしております。第３表 繰越明許費は、

ごみ処理施設用地造成工事及び笛吹市道 5276 号線道路改良工事等の付帯工事について、

地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度繰り越して使用することができる経

費として設定するものであります。 

   次に、議案第３号 平成 26 年度「甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計予算」

であります。これまで、施設建設に必要な事前の取り組みとして実施してきました「環

境影響評価業務」、現地での「埋蔵文化財発掘調査」及び「施設用地取得事業」につきま

して、平成 25 年度までにすべて終えることとなりました。また、ごみ処理施設用地造成

工事や施設への取付道路となる道路改良事業等の各種附帯工事を平成26年度中旬には終

えるため、いよいよ特定事業となる「ごみ処理施設の本体工事」に着手することとなり

ます。本組合の財政計画では、平成 27 年度予算をピークとし、予算規模が大きくなる出

発点となる年度と言えます。このため、歳出予算に占める建設工事に関連した委託料、

工事請負費及び建設負担金などの普通建設事業費の割合が組合予算規模の約９０%を占

めることとなります。歳入につきましては、これら建設工事に関連する循環型社会形成

推進事業の第 2 次計画実施に伴う国庫支出金、「行政間協定書」に基づく関係機関からの

受託事業収入、組合債及び構成市からの負担金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１９億６千１１４万９千円となります。なお、第２

条の継続費につきましては、第２表でお示しいたしましたとおり、昨年度に引き続き、

隣接する地域振興施設に係る温泉掘削工事を予定しております。また、適切な支払環境

を整えるため、第４条において、一時借入金の借入の最高額を設定することといたして

おります。 

   以上、議案第 2 号及び議案第 3 号の説明とさせていただきます。 

   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（前島敏彦 君） 提案理由の説明は、終わりました。 

   お諮りします。議案第２号及び議案第３号につい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（前島敏彦 君） ご異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し直ちに採決

いたします。 

   議案第２号、平成２５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ありませんか。 
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    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前島敏彦 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。 

   議案第３号、平成２６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（前島敏彦 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり可決

されました。 

 

日程第１０ 「議案第４号」 

 

○議長（前島敏彦 君） 次に、日程第１０「議案第４号」甲府・峡東地域ごみ処理施設事

務組合公平委員の選任を議題といたします。管理者から上程議案第４号に対する提案理

由を求めます。 

   （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４号の提案理由のご説明を

申し上げます。 

   議案第４号 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員の選任につきまして、当

組合の公平委員のうち「手塚正雄氏」が平成２６年３月２８日に任期満了となったため

新たに「小林(こばやし) 一(はじめ) 氏」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。 

   小林氏でありますが、住所は、甲州市勝沼町勝沼７２６番地２、昭和２３年１２月４

日生まれ、満６５歳であります。公職歴は、東山梨行政事務組合公平委員及び甲州市公

平委員会委員に就いておられます。 

   何とぞ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（前島敏彦 君） 提案理由の説明は終わりました。 

   お諮りします。議案に対する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（前島敏彦 君） ご異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し直ちに採決

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公平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） 
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○議長（前島敏彦 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、公平委員に同意いたしました、

小林一君から、挨拶したい旨の申出がありましたので、これを許します。 

   公平委員、小林一君。 

    （小林一公平委員 登壇） 

   議長のお許しを頂きましたので、一言ご挨拶をさせていただきます。この度、公平委

員を務めることになりました、甲州市の「小林 一」でございます。身に余る光栄とそ

の責任の重さを痛感しているところでございます。職務の重要性を認識いたしまして、

誠心誠意努めさせていただきます。皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げましてあいさつとさせていただきます。 

    （小林一公平委員 降壇） 

○議長（前島敏彦 君） 以上、公平委員の挨拶をおわります。 

 

○議長（前島敏彦 君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。これをもちまして

平成２６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１８分】 

 

〇事務局（大須賀総務課長） 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。礼。（全員起立 互礼） お疲れ様でした。 
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