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説明のため出席した者の職氏名 

 管理者  樋口雄一 
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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 広瀬泰仁 

事務局職員 岡 紀仁 

書  記 神津宜久 

  



 

- 4 - 

 

〇事務局（内田総務課長） 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。 

恐れ入りますが、皆様ご起立をお願いいたします。 

      （全員起立） 

一同 礼。 

ご着席下さい。 

（全員着席） 

 

開会【午前１０時５９分】 

 

〇議長（池谷陸雄 議員） 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。議員辞職の報告をします。 

 甲府市選出の木内直子議員、川崎靖議員より、６月２３日付で、甲府・峡東地域ごみ処理 

施設事務組合議会議員辞職願が提出され、これを許可しましたので、甲府・峡東地域ごみ処 

理施設事務組合議会会議規則第１３８条第２項の規定により報告します。 

○議長（池谷陸雄 議員） また、岡部紀久雄議員から、本日の会議は、欠席する旨の届け出 

がありました。 

 只今の出席議員１５人です。 

 定足数に達しておりますので、只今から令和３年１０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いたします。 

○議長（池谷陸雄 議員） 議事に入る前に、本年３月議会において、新たに監査委員に選任

された長瀬静男代表監査委員より、初めての議会の出席にあたりあいさつをしたい旨の申し

出がありましたので、これを許可します。 

        （監査委員 挙手） 

○監査委員（長瀬静男 委員） 議長 

○議長（池谷陸雄 議員） 長瀬静男代表監査委員 

        （監査委員 登壇） 

○監査委員（長瀬静男 委員） 本会議の大変貴重な時間をいただきまして誠にありがとうご

ざいます。只今、議長よりお許しをいただきましたので、一言ごあいさつを申し上げたいと

思います。先の３月組合議会におきまして、議員の皆様方のご同意をいただき、監査委員に

選任されました甲州市の長瀬静男でございます。監査委員として日々研鑽を積み職務に務め

てまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。簡単ではあり

ますが就任にあたりましての挨拶に代えさせていただきます。 

        （監査委員 降壇・着席） 

〇議長（池谷陸雄 議員） 次に、今定例会へ提出する議案について、管理者から通知 

がありました。提出議案は、議事日程記載の日程第５から日程第７の３議案であります。 

次に、監査委員から 令和２年度の２月分から５月分、令和３年度の４月分から５月分及
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び６月分から７月分の例月出納検査報告書並びに令和３年度定期監査結果報告書が提出され

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。 

以上で報告を終わります。 

 

日程第１ 仮議席の指定 

 

○議長（池谷陸雄 議員） これより、日程に入ります。 

日程第１ 仮議席の指定をいたします。 

甲府市及び山梨市より新たに議員が選出されたことに伴う議員の仮議席は、只今ご着席の 

議席をもって仮議席に指定いたします。 

 

日程第２ 議席の指定 

 

〇議長（池谷陸雄 議員） 次に、日程第２ 議席の指定をいたします。 

甲府市及び山梨市より新たに議員が選出されたことに伴う議員の議席は、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項及び第３項の規定により、お諮りいたしま

す。只今ご着席の議席のとおり議席を変更したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（池谷陸雄 議員） ご異議なしと認めます。よって、議席は、只今ご着席の議席のと

おりといたします。 

「氏名標」の準備をする間、しばらくお待ちください。 

 

日程第３ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（池谷陸雄 議員） 次に、日程第３ 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。５番落合俊美議員、８番丸山国一議員を指名いたしま

す。 

 

日程第４ 会期の決定 

 

○議長（池谷陸雄 議員） 次に、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とおり、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（池谷陸雄 議員） 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
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間と決定いたしました。 

 

日程第５ 議案第６号「甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報保護条例の一部を 

改正する条例制定について」 

 

○議長（池谷陸雄 議員） 次に、日程第５ 議案第６号「甲府・峡東地域ごみ処理施設事務

組合個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について」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（樋口雄一 管理者） 議長 

〇議長（池谷陸雄 議員） 樋口雄一管理者 

（管理者 登壇） 

○管理者（樋口雄一 管理者） ただいま議題となりました議案第６号「甲府・峡東地域ごみ

処理施設事務組合個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について」は、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う規定の整備を

行うについて、この条例を制定するものであります。 

ご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

（管理者 降壇・着席） 

○議長（池谷陸雄 議長） 提案理由の説明は、終わりました。 

お諮りいたします。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（池谷陸雄 議員） ご異議なしと認めます。よって、議案第６号につきましては、質

疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。 

○議長（池谷陸雄 議員） 日程第５議案第６号「甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人

情報保護条例の一部を改正する条例制定について」は、原案のとおり可決することに、ご異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（池谷陸雄 議員） ご異議なしと認めます。よって議案第６号は原案のとおり可決さ 

れました。 

 

日程第６ 議案第７号「令和２年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計歳入歳出 

決算の認定について」 

 

〇議長（池谷陸雄 議員） 次に、日程第６ 議案第７号「令和２年度甲府・峡東地域ごみ処 

理施設事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題といたします。 
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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（樋口雄一 管理者） 議長 

〇議長（池谷陸雄 議員） 樋口 雄一管理者 

（管理者 登壇） 

○管理者（樋口雄一 管理者） ただいま議題となりました議案第７号「令和２年度甲府・峡 

東地域ごみ処理施設事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について」の提案理由をご説明申 

し上げます。令和２年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の一般会計歳入歳出決算の認 

定については、地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定を求めるものであり 

ます。ご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

      （管理者 降壇・着席） 

○議長（池谷陸雄 議員） 続いて、監査委員の審査意見を求めます。  

      （監査委員 挙手） 

○監査委員（長瀬静男 委員） 議長 

○議長（池谷陸雄 議員） 長瀬静男代表監査委員 

      （監査委員 登壇） 

○監査委員（長瀬静男 委員） 令和２年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計の

決算審査の概要につきまして、報告を申し上げます。 

 審査は、令和３年８月１８日に、歳入歳出決算書、関係諸帳簿の照合、精査及び関係職員

の説明聴取をもって行いました。審査の結果、歳入歳出決算書、附属書類等は法令に準拠し

作成されており、また、財務に関する事務の執行につきましては、適正に処理されておりま

した。令和２年度一般会計の決算状況は、歳入決算額１９億２６７万２，００２円に対し、

歳出決算額は１８億４，９２６万４，１６４円で、翌年度へ繰り越すべき財源がなかったこ

とから、実質収支額は５，３４０万７，８３８円となりました。 

 次に、基金の運用状況についてであります。基金の運用は、適正に行われているものと認

められました。本組合におきましては、今後、人口の減少によるごみ処理手数料等の減少が

懸念されます。一方では、施設の老朽化に伴う維持補修費の増大、さらには新型コロナウイ

ルスなどへの対応など、厳しい行財政環境が想定されます。このような中、今後も引き続き、

構成４市との連携を緊密にしながら、地元や各行政機関との調整を図り、事業の着実な推進

に更なる努力を望むものであります。 

 審査の詳細につきましては、お手元の意見書のとおりであります。以上、審査結果の報告 

とさせていただきます。 

    （監査委員 降壇・着席） 

○議長（池谷陸雄 議員） 提案理由の説明及び監査委員の審査意見は、終わりました。お諮

りいたします。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。 
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     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（池谷陸雄 議員） ご異議なしと認めます。よって議案第７号につきましては、質疑、

討論を省略し、直ちに採決いたします。 

○議長（池谷陸雄 議員） 日程第６議案第７号「令和２年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事

務組合一般会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定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（池谷陸雄 議員） ご異議なしと認めます。よって、議案第７号は、原案のとおり認

定されました。 

 

日程第７ 議案第８号「監査委員の選任について」 

 

○議長（池谷陸雄 議員） 次に日程第７ 議案第８号「監査委員の選任について」を議題と

いたします。 

地方自治法第１１７条の規定により「除斥」に該当すると認められますので、古屋弘和議

員の退席を求めます。（古屋弘和議員 退席） 

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（樋口雄一 管理者） 議長 

〇議長（池谷陸雄 議員） 樋口雄一管理者 

（管理者 登壇） 

○管理者（樋口雄一 管理者） ただいま議題となりました議案第８号「監査委員の選任につ

いて」は、組合監査委員のうち、議員から選任した丸山国一が本年１１月２６日をもって任

期満了となりますので、後任として古屋弘和を選任するについては、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。ご審議の上、ご協賛賜りますよ

うお願い申し上げまして、説明を終わります。 

（管理者 降壇・着席） 

○議長（池谷陸雄 議員） 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８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（池谷陸雄 議員） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第８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。 

○議長（池谷陸雄 議員） 議案第８号「監査委員の選任について」はこれに同意することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 

- 9 - 

 

○議長（池谷陸雄 議員） ご異議なしと認めます。よって議案第８号は原案のとおり同意す

ることに決しました。 

ここで、古屋弘和議員の復席を求めます。（古屋弘和議員 復席） 

○議長（池谷陸雄 議員） ここで監査委員に選任されました古屋弘和議員からあいさつした 

い旨の申し出がありましたのでこれを許可します。 

     （古屋弘和議員 挙手） 

○古屋弘和議員 議長 

○議長（池谷陸雄 議員） 古屋弘和議員 

（古屋弘和議員 登壇） 

○古屋弘和議員 議長よりお許しをいただきましたので、一言あいさつを申しあげます。 

この度、組合の監査委員に選任されました山梨市の古屋弘和でございます。 

 これまでの経験を生かし、公正かつ適正な立場から監査委員の職務を遂行する所存でござ 

います。皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いいたしまして、あいさつに代えさせ 

ていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

     （古屋弘和議員 降壇・着席） 

 

○議長（池谷陸雄 議員） 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 

て令和３年１０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いたします。 

閉会【午前１１時１７分】 

 

 

〇事務局（内田総務課長） あいさつを交わしたいと思います。皆様ご起立をお願いいたし

ます。 

       （全員起立） 

一同 礼。 

 

 お疲れ様でした。 
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