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平成２９年１０月２７日 午後２時４０分 開議    
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    第７  議案第９号  監査委員の選任について 
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１２番 桜井正富議員 
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１５番 三枝正文議員 

１６番 向山 輝議員 

 

 

欠席議員  １０番 鈴木 篤議員  

   

 

説明のため出席した者の職氏名 

 管理者  樋口雄一 

副管理者 山下政樹 

副管理者 高木晴雄 

副管理者 田辺 篤 

事務局長 亀田光仁 

総務課長 上野英男 

管理課長 芦澤 正 
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 事務局職員 土屋芳和 

事務局職員 倉澤公弘 

書  記 角田明彦 

書  記 武井大樹 
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〇事務局（上野総務課長） 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４０分】 

 

〇議長（桜井正富 君） 只今の出席議員１５人、議会は成立いたします。 

   只今から平成２９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。 

本日の会議に入る前に、先の選挙で新たに山梨市長になられました、高木晴雄副管理

者より、あいさつを頂きたいと思います。 

よろしくお願いします。 

（副管理者 挙手）副管理者 高木晴雄君 

（副管理者 登壇） 

〇副管理者（高木晴雄 君） 皆さんこんにちは、山梨市長の高木と申します。１０月１日に

当選させていただきまして、まだ２７日目と言うほやほやの市長でありますけれど一生

懸命努力して、山梨市の信頼回復に決意を新たにして、努力しているところであります。

 また、本日は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会定例会に初めて参加させて

いただきます。解らないこと多々ありますけれど、一生懸命努力して参りたいと思いま

す。どうぞよろしくお願い申し上げまして、一言あいさつとさせていただきます。あり

がとうございます。失礼いたします。 

（副管理者 降壇・着席） 

〇議長（桜井正富 君） 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。 

  鈴木篤君から、本日の会議は、欠席する旨の届け出がありました。 

〇議長（桜井正富 君） 次に、監査委員から平成２８年度の２月分から５月分及び平成２９

年度の４月分から７月分の例月出納検査報告書並びに平成２９年度定期監査報告書が提

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。 

以上で報告を終わります。 

 

日程第１ 仮議席の指定 

 

○議長（桜井正富 君） これより、日程に入ります。日程第１、仮議席の指定を行いま

す。 

山梨市より選出されました議員の仮議席は、只今ご着席の議席をもって仮議席に指定

いたします。 
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日程第２ 議席の指定 

 

○議長（桜井正富 君） 次に、日程第２、議席の指定をいたします。 

山梨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、議長において指定いたします。お手元に配付致し

ております議席図のとおり指定いたします。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（桜井正富 君） 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。 

８番 丸山国一君 ９番 内藤司朗君を指名いたします。 

 

日程第４ 会期の決定 

 

○議長（桜井正富 君） 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（桜井正富 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。 

○議長（桜井正富 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、第５から第７でありますので朗読は省略いたします。 

 

日程第５ 「議案第７号」 

 

○議長（桜井正富 君） 日程第５ 議案第７号「平成２８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。 

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 樋口雄一君 

    （管理者 登壇） 

○管理者（樋口雄一 君） ただいま議題となりました議案第７号「平成２８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」、提案理由のご説明を
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申し上げます。平成２８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

算の認定につきましては、地方自治法第２３３条第１項の規定に基づき調製し、同条第

２項の規定により、監査委員の審査に付しましたところ、別添の審査意見書の提出があ

りましたので、同条第３項の規定により、議会の認定をいただくため、提案するもので

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して、私からの説明

といたします。 

    （管理者 降壇・着席） 

○議長（桜井正富 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（桜井正富 君） 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。 

議案第７号「平成２８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」につきましては、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（桜井正富 君） 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６ 「議案第８号」 

 

○議長（桜井正富 君） 次に、日程第６ 議案第８号 「平成２９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）」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 樋口雄一君 

    （管理者 登壇） 

○管理者（樋口雄一 君） ただいま議題となりました議案第８号 「平成２９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、提案理由のご説明

を申し上げます。平成２９年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計補正（第

１号）につきましては、歳入歳出予算の総額に４７８万４千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を１２億３４４５万６千円とするものであります。歳入第３款繰越金は、平成２

８年度における決算剰余金の増額補正であります。歳出第３款公債費につきましては、

組合債償還金の確定による償還金、利子及び割引料の増額補正であります。 

何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、私からの説明といたします。 
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    （管理者 降壇・着席） 

○議長（桜井正富 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（桜井正富 君） 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、

討論を省略し、直ちに採決いたします。 

   議案第８号 「平成２９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、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（桜井正富 君） ご異議なしと認めます。よって議案第８号は原案のとおり可決され

ました。 

 

日程第７ 「議案第９号」 

 

○議長（桜井正富 君） 次に、日程第７、議案第９号「監査委員の選任について」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 樋口雄一君 

    （管理者 登壇） 

○管理者（樋口雄一 君） 議案第９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松下慶麿委員が本年１０月２６日をもって退職した

ため、後任として大村正治氏を選任いたしたく、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。 

    （管理者 降壇・着席） 

○議長（桜井正富 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９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（桜井正富 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９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９号「監査委員の選任について」につきましては、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（桜井正富 君） ご異議なしと認めます。よって議案第９号は原案のとおり同意され

ました。 

○議長（桜井正富 君） 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、大村

正治氏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。 

（監査委員 入場・登壇） 

○監査委員（大村正治 君） 議長よりあいさつのお許しをいただきましたので、一言ごあい

さつを申しあげます。この度、当組合の監査委員に選任されました山梨市の大村でござ

います。身が引き締まる思いでございます。監査委員として切磋琢磨しながらこの組合

の発展を祈りつつ監査を行ってまいりたいと思います。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、あいさつとさせていただきます。 

（監査委員 降壇・退場） 

○議長（桜井正富 君） ここで暫時休憩いたします。 

 

追加日程第１「議長辞職の件」 

 

〇副議長（海野利比古 君） 再開します。休憩中に、桜井正富議長から議長の辞職願が提出

されました。よって、議長を交代し、副議長の私が議長の職務を行いますので、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

〇副議長（海野利比古 君） お諮りします。議長辞職の件を日程に追加し、議題とすること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇副議長（海野利比古 君） ご異議なしと認めます。よって、「議長辞職の件」を日程に追

加し議題とすることに決定いたしました。 

議長辞職の件を議題とします。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、桜井正富君の除斥を求めます。 

（桜井正富 君 退場） 

〇副議長（海野利比古 君） 職員に辞職願を朗読させます。 

（事務局長朗読） 

〇事務局長（亀田 光仁 君） 

 平成２９年１０月２７日  

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会 

副議長 海野利比古 様 

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会 

議長 桜井正富 

辞職願 
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このたび、一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるようお願いいたし

ます。 

〇副議長（海野利比古 君） お諮りします。桜井正富君の議長辞職を許可することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇副議長（海野利比古 君） ご異議なしと認めます。よって、桜井正富君の議長辞職を許可

することに決定いたしました。桜井正富君の入場を求めます。  

（議席へ着席） 

〇副議長（海野利比古 君） 桜井正富君から、議長退任のあいさつをしたい旨の申し出があ

りますので、これを許します。桜井正富君 

（桜井正富 君 登壇） 

〇桜井正富 君 退任にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。平成２７年１０月、議

員各位のご推挙によりまして名誉ある議長に就任し、２年の間、皆様のご支援ご協力を

賜わり、以来、議員各位のご協力のもと、微力ながら、円滑な議会運営に尽力してまい

りました。本日その職を辞するにあたり、改めまして、皆様に心から厚く御礼申し上げ

ます。まことにありがとうございました。 

議長を退任しましても、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の一議員といたしまし

て、事業推進を願う心は皆様と同じでありますので、変わらぬご指導をお願いいたしま

して、議長退任のあいさつとします。本当にありがとうございました。 

（桜井正富 君 降壇 議席へ着席） 

 

追加日程第２「議長選挙」 

 

〇副議長（海野利比古 君） ただいま、議長が欠けました。お諮りします。議長選挙を日程

に追加し直ちに選挙を行いたいと思います。これに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇副議長（海野利比古 君） ご異議なしと認めます。よって、議長選挙を日程に追加し、直

ちに選挙を行うことに決定いたしました。 

〇副議長（海野利比古 君） これより、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。

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇副議長（海野利比古 君） ご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。次に、指名の方法につきまして、議長による指名か、議

員による指名か、お決め願います。 
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（「議員による指名」と呼ぶ者あり） 

〇副議長（海野利比古 君） ただいま、三枝議員より議員による指名という発言がありまし

たが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇副議長（海野利比古 君） ご異議なしと認めます。よって、議員による指名とすることと

決定いたしました。 

〇中村勝彦 君  議 長 

〇副議長（海野利比古 君） 中村勝彦君 

〇中村勝彦 君  議長の推薦をいたします。議長に海野利比古君を推薦したいと思います。 

〇副議長（海野利比古 君） ただ今、中村勝彦君から指名推選がありました。お諮りします。

私、海野 利比古を議長の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇副議長（海野利比古 君） したがって、ただいま指名されました。私、海野利比古 が議

長に当選いたしました。 

〇副議長（海野利比古 君） 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、改めて当選のごあいさつを申し

上げます。 

（議長 海野利比古 君） 

○議長（海野利比古 君） ひとことごあいさつを申し上げます。このたび、全員一致でご推

薦をいただき議長に就任することになりました海野利比古でございます。身に余る光栄

と感激いたしますとともに、責任の重さを痛感しているところでございます。議長とし

て全力を傾け、公正かつ円滑な議会運営に取り組んでまいりたいと、決意を持っており

ます。今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げまして簡単ではござい

ますが就任のあいさつに代えさていただきます。 

    （議長 海野利比古 君） 

 

追加日程第３「副議長選挙」 

 

○議長（海野利比古 君） ただ今より、議長の職務を務めさせていただきます。ただいま副

議長が欠けました。お諮りします。副議長選挙を日程に追加し選挙を行いたいと思いま

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（海野利比古 君） ご異議なしと認めます。よって、副議長選挙を日程に追加し選挙

を行うことに決定いたしました。 

○議長（海野利比古 君） これより副議長選挙を行います。お諮りします。選挙の方法につ
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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。 

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（海野利比古 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。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。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（海野利比古 君） 異議なしと認めます。したがって議長において指名することに決

定いたしました。 

○議長（海野利比古 君） 副議長に大塚義久君を指名いたします。お諮りします。ただいま、

議長が指名しました。大塚義久君を副議長の当選人と定めることに、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（海野利比古 君） ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました大塚

義久君が副議長に当選されました。 

○議長（海野利比古 君） ただいま副議長に当選された、大塚義久君が議場におられます。

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、大塚義久君あいさつをお願いします。 

（副議長 大塚義久 君 登壇） 

〇副議長（大塚義久 君） ただいま議長よりご指名をいただきました、甲府市選出の大塚義

久でございます。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仰ぎつつ、海野議長とともに、甲府・峡東地域ごみ処理

施設事務組合議会の円滑な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を申し上げまして、就

任に当たりましてのごあいさつ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。 

（副議長 大塚義久 君 降壇 議席へ着席） 

○議長（海野利比古 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２９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。 

  ご苦労様でございました。 

 

閉会【午後３時１１分】 

 

〇事務局（上野総務課長） あいさつを交わしたいと思います。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。ありがとうございました。 
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