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甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合告示第４号 

 

 

 

 平成３０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３０年３月１５日 

 

 

                 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 

                  管理者  樋 口 雄 一 

 

 

 

 

 １ 期  日  平成３０年３月２９日（木） 

 

 ２ 場  所  甲府・峡東クリーンセンター 管理棟２階大会議室 
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平成３０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３０年３月２９日 午前１１時００分 開議    

議事日程 

    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  甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式条例の一部を

改正する条例制定について 

    第６  議案第２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２号） 

    第７  議案第３号  平成３０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８  議案第４号  監査委員の選任について 

    第９  議案第５号  公平委員会委員の選任について 

 

出席議員  １番 鮫田光一議員 

２番 望月大輔議員 

３番 長沢達也議員 

 ４番 坂本信康議員 

 ５番 岩沢正敏議員 

 ６番 荻野謙一議員 

 ７番 岡部紀久雄議員 

 ８番 丸山国一議員 

  

９番 内藤司朗議員 

１０番 鈴木 篤議員 

１１番 大塚義久議員 

１２番 桜井正富議員 

１３番 海野利比古議員 

１４番 川村惠子議員 

１５番 三枝正文議員 

１６番 向山 輝議員 

 

欠席議員    

   

 

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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職務のため出席した事務局職員の氏名 

 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【午前１１時００分】 

 

〇議長（海野利比古 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３０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いた

します。 

〇議長（海野利比古 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。 

   監査委員から平成２９年度の８月分から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。 

 

日程第１ 仮議席の指定 

 

○議長（海野利比古 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。 

甲州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。 

日程第２ 議席の指定 

 

○議長（海野利比古 君） 次に、日程第２ 議席の指定をいたします。 

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（海野利比古 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。 

１番 鮫田光一君 １６番 向山 輝君を指名いたします。 

 

日程第４ 会期の決定 

○議長（海野利比古 君） 次に、日程第４ 会期の決定を議題といたします。 
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   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（海野利比古 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（海野利比古 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９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（海野利比古 君） 日程第５ 議案第１号「甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合

公告式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議案第１号「甲府・峡東地域ごみ処理施

設事務組合公告式条例の一部を改正する条例制定について」につきまして、提案理由の

ご説明を申し上げます。議案第１号 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式条例の

一部を改正する条例制 定につきましては、組合の位置変更に伴い、掲示場の位置が変

更となったため、この条例を制定する必要が生じたことから、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して、私からの説明

といたします。 

     （管理者 降壇・着席） 

○議長（海野利比古 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（海野利比古 君） ご異議なしと認めます。よって議案第１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１号「甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式条例の一部を改正する条例

制定について」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（海野利比古 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。 
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日程第６ 「議案第２号」 

 

○議長（海野利比古 君） 次に、日程第６ 議案第２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２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２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２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予算第２

号につきましては、歳入歳出予算の総額に４０５万９千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を１２億２千９９４万７千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う構成市負担金の減額補正であります。 歳入第２款使用料及

び手数料は、ごみ処理手数料の精査による減額補正であります。 歳入第３款繰越金は、

平成２８年度における歳入歳出決算額の確定による増額補正であります。歳入第４款諸

収入は、売電収入及び資源物売却収入の精査による増額補正であります。歳入第５款国

庫支出金は、廃棄物処理施設災害復旧費補助金を追加するための補正であります。 

 歳出第２款総務費は、焼却残渣の処分量の精査による委託料の減額補正、甲府・峡東ク

リーンセンター北側斜面緊急復旧工事の発生による工事請負費の増額補正、人事異動に

伴う派遣職員人件費負担金の精査による負担金補助及び交付金の増額補正などでありま

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。 

    （管理者 降壇・着席） 

○議長（海野利比古 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（海野利比古 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２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２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

２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（海野利比古 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。 
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日程第７ 「議案第３号」 

○議長（海野利比古 君） 次に、日程第７ 議案第３号「平成３０年度甲府・峡東地域ご

み処理施設事務組合 一般会計予算」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３号「平成３０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、提案理由のご説明を申し上げま

す。平成３０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きましては、

今年度と同様に施設の管理運営予算であることから、今年度当初予算との比較で１.６パ

ーセント、額にして１千９００万円余の減の１２億１千４５万円であります。歳入につ

きましては、構成市からの負担金、ごみ処理手数料、行政間協定に基づく関係機関から

の受託事業収入、再エネ特措法の適用による固定買取制度による増加分の売電収入及び

資源物の売却収入を見込んでおります。 歳出につきましては、運営事業者への管理運

営委託料、焼却残渣の運搬処分費用、資源物の再資源化業務などの予算を計上したとこ

ろであります。また、第２条において、一時借入金の限度額を設定し適切な支払環境を

整えることとしております。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 

    （管理者 降壇・着席） 

○議長（海野利比古 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（海野利比古 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「平成３０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

つきましては、これに可決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（海野利比古 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８ 「議案第４号」 

○議長（海野利比古 君） 次に、日程第８ 議案第４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、丸山国一君の退席を求めます。 
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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４号「監査委員の選任について」

につきましては、本組合監査委員のうち議員から選任した飯嶋賢一氏が、平成２９年４

月３０日に任期満了となったことに伴い、丸山国一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（海野利比古 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（海野利比古 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「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

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。よって議案第４号は原案のとおり同意

することに決しました。 

○議長（海野利比古 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丸

山国一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。 

〇監査委員 （丸山国一 君） 

（入場・登壇） 

   議長よりお許しをいただきましたので、ごあいさつを申しあげます。 

当組合の監査委員に選任頂きました丸山国一でございます。もとより、微力ではござい

ますが、公平、公正の形を持って職務を全うしたいと思います。当局、議員各位にはご

協力の程をお願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願い致します。 

（降壇） 

 

日程第８ 「議案第５号」 

○議長（海野利比古 君） 次に、日程第９ 議案第５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。   



 

- 11 - 

 

   （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５号「公平委員会委員の選任」

につきましては、本組合公平委員会委員のうち甲州市から選出された小林 一氏が本年３

月２７日をもって任期満了となりましたので、後任として赤松弘和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。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（海野利比古 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５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、議案第５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。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、議案第５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５号「公平委員会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。よって議案第５号は原案のとおり同意

することに決しました。 

○議長（海野利比古 君） 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 赤

松弘和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。 

（公平委員 入場・登壇） 

○公平委員（赤松弘和 君） 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

しあげます。 

この度、当組合の公平委員を務めさせていただくことになりました。 

甲州市の赤松弘和と申します。身に余る光栄と職責の重さを痛感するものでございます。

公平委員の仕事と申しますと、やはり私どもの出番が無いことが一番良いことだろうと

思っているところでございます。職務を、誠心誠意努めてまいりますので皆様方のご指

導、ご鞭撻をお願いしまして、ごあいさつに代えさせていただきます。 

よろしくお願い申し上げます。 

（公平委員 降壇・退場） 
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○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３０年３月 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会定例会

を閉会いたします。 

 

閉会【午前１１時１７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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