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捲土重来
けんどちょう らい

 

 
公明党 美濃加茂市議会議員 

 
 

 

■プロフィール 

昭和 32年 6月 

美濃加茂市蜂屋町で生まれる 

昭和 51年 3月 

県立加茂農林高等学校卒業 

平成 18年 10 月 

美濃加茂市議会議員初当選 
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さて、一般質問は２９日に行いまし

た。私は２項目１１点について質問し

ました。現在、美濃加茂市に大きくの

しかかっているごみ処理費は可茂衛

生施設利用組合への分担金がありま

す。平成２０年度の総額はごみ処理運

営費３億６千４８７万１千円であり

一人当たりの排出量は可茂管内ワー

スト１を記録しています。また、アパ

ートの増加に伴って増加する集積場

所と自治会離れが進んでいる現状で、

自治会に未加入者のごみ集積場所と

ごみ出しの問題について質問しまし

た。２項目目は、防災行政無線につい

て５点質問しました。防災行政無線と

は、住民に対して同報を行う放送とし

て整備されたものであり、大規模災害

の為のシステムでありますので、その

目的においては騒音公害は当然許容

されるべき性質があります。私はこの

防災行政無線がどのような意図で設

置してあり、市民に対してどういう基

準で放送しているのか質問しました。 
               

金
か な

井
い

ふみとし 金井ふみとし通信 

支持者の皆さまには日ごろ大

変にお世話になり誠にありが

とうございます。今年 3回目と 
なりました定例会（９月１８日～１０月

９日）において皆さまの負託にお応えす

るべく一生懸命に一般質問を行いまし

た。また、今年は第 45回衆議院選挙が
８月３０日投開票で行われました。支持

者の皆さまには昨年より日夜を分かた

ず真心のご支援を賜り衷心より御礼申

し上げます。公明党は山口那津男新代表

を中心に捲土重来を期してまいります。

まずは来年の参議院選挙に勝って皆さ

まにご報告出来るように３０００名を

超える地方議員と国会議員とがネット

ワークで連携し「大衆とともに」の原点

の元に再出発しました。現在、公明党は

地方の声を現場に入って伺う総点検運

動を展開しています。私は地方議員の一

員として皆さまの元へ参り語り合う中

で信頼を築き市政発展の為にまい進し

て参ります。今後ともご指導ご鞭撻を宜

しくお願い申し上げます。 
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お  知  ら  せ 

■ 無料法律相談のお知らせ 

毎月、名古屋の旭合同法律事務所か 

ら弁護士が来て行う無料法律相談の 

日程をお知らせします。 

・担当事務所 旭合同法律事務所 

・時間２０分・予約制  

 

１０月２０日サンピア岐阜  

１１月 ６日多治見市文化会館 

１１月１７日サンピア岐阜 

１２月 １日・１５日サンピア岐阜 

４日多治見市文化会館 

 

※法律に係る相談ならどんな問題で 

も受け付けておりますのでお気軽に 

ご相談ください。 

◆ 皆さまのお声をお聞かせください 

金井ふみとしは皆さまの声を市政に届

けます。皆さまの日頃感じていらっし

ゃる市政へのことや身近な問題などを

お気軽にお寄せください。皆さまの笑

顔を力に日々あかるい美濃加茂市の為

にまい進して参ります。どうぞ、皆さ

まのお声をお聞かせください。 

電話 

０５７４－２５－７１６４ 

ＦＡＸ 

０５７４－２５－７１４４ 

メール 

info@kanai-fumitoshi.info 

ホームページ 

http://kanai-fumitoshi.info 

 

４ １ 

「捲土」は土煙が巻き上がること。「重来」は再びやってくること。「け
んどじゅうらい」とも読む。※敗れた者が、いったん引き下がって勢
いを盛り返し、意気込んで来ること。 

通学路標識を設置しました。８月３日 

加茂野町地内の県道富加坂祝線の長良 

川鉄道踏切付近は交通量も多く児童が 

踏切を渡って通学するのに踏切の幅が 

狭く危険であると保護者から相談を受 

けました。県道ということもあり公明 

党の野村県議と可茂土木事務所を訪問 

し道路の拡幅の話をしました。予算が 

ないということでしたが、安全対策に 

標識を立てれないかと話したところそ 

れなら市から申請をしてくださいとの 

ことでした。さっそく市役所の防災安 

全課に行き相談し今回設置が出来まし 

た。 

「活動報告」 

 

その他に用水路の浚渫 

通学路の草刈り 

公園のベンチの移動 

道路沿いの樹木の剪定 

公園の樹木の剪定 … 
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Ｑごみ減量及び経費削減について 

 ①ごみ処理の現状 

②ごみ処理に係る収支の内訳 

 ③ひまわりクリーンセンター利用に係

る収支の内訳 

 ④廃棄物減量に係る助成の成果 

 ⑤ごみ集積場所の推移と対策 

 ⑥今後の取組み 

 

Ａ中嶋環境経済部長 

①一人当たりのごみの排出量が管内で

一番多いので、ごみの排出量抑制のた

めに、夏場の収集回数の見直しや紙容

器の回収を検討することは必要。 

②可茂衛生施設利用組合へ可燃物処理

もしくは不燃物処理として処理運営

費の分担金を支払っている。平成２０

年度における分担金は、可燃ごみ３億

２千３８１万５千円 不燃ごみ４千

１０５万６千円を支払っている。 

 ③ひまわりクリーンセンターでの処理

は資源缶のみで平成 20 年度の引き渡

し価格は 15円/㎏で、取引実績は約６

１t、市の収益は９５万８千円。 

④平成１９年に追跡調査を行った。継続

使用は、生ごみ処理機９６％、コンポ

スト１００％、破砕機は７３％。補助

制度の利用件数は２７６８件（平成３

年から平成２０年度末）家庭ごみのた

い肥化を環境審議会や第２次環境ま

ちづくりプランで検討を行っている。 
⑤平成２１年８月時点の集積所は、可燃

及び不燃４７６箇所、可燃のみ２９６ 
 

  箇所不燃のみ４３箇所ペット・食品

トレイ発泡スチロールは１１３箇所 
  集積所自治会管理費は、自治会で行

っていただく集積所の清掃やネット

などの購入費、あるいは土地借地料

といった経費の一部として交付して

おり、アパート・マンションへは管

理費は支給していない。アパート等

に不燃物や資源物の集積所が無い場

合は、近隣自治会の集積場所を利用

させてもらうようにお願いをしてい

る。一方、自治会未加入の方が自治

会管理のごみ集積所を利用する場合

は地元の自治会と相談して利用する

ように勧めている。転入者や正規の

ごみの出し方が出来ない方へは、個

別に指導を行い「地区ごとのごみ収

集日一覧」の配布やホームページを

使い啓発に努めている。 
⑥ごみを減らすためにごみになるもの

を買わない受け取らないことが大切

で何度でも繰り返し使い使えなくな

ったものはリサイクルに出す。この

運動を市民に広げ、ごみを出さない

意識つけを図っていく。また、生ご

みの減量やたい肥化を促進するため

に、ダンボールたい肥や水切りバケ

ツなどの普及を図るとともに、リサ

イクル拠点の整備やＰＴＡ、各種団

体、民間の資源回収を促進し、リサ

イクルしやすい環境を整えていく。

さらに市民・事業者・行政が協働し

て進めていく体制も整えていく。 

３ ２ 

一般質問 
Ｑ防災行政無線について 

 ①使用目的 

 ②音質・周波数・時間 

 ③聞こえない、聞き取りづらいことの

対策 

 ④聞こえ過ぎることの対策 

 ⑤ガイドラインの制定 

 

Ａ酒向総務部長 

①災害時に地域住民に対して避難勧告

などを伝達し、平常時には市からの

行政情報の連絡を一斉に伝達するこ 

とを目的に設置してある。 

 ②放送する音源はできるだけ簡素な放

送文で聞きやすいように区切りを入

れ、間隔をとって放送している。 

 ③屋外用スピーカーであり屋外スピー

カーの声が聞き取りにくい場合は外

に出て確認をしてほしい、また、テ

レホンサービスでも確認がとれる。 

  （広報みのかも 0180-99-5501） 
 ④現在市内には、１７４箇所の子局マ

ストがあり市民にご理解とご協力を

お願いしている。 

 ⑤美濃加茂市防災行政無線運用要領を

設けている。 
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美濃加茂市議会平成２１年第３回定例会 

議案に対する修正案を提出しました！（３会派５名） 

議第６８号平成２１年度美濃加茂市一

般会計補正予算（第６号）に対する修正

案を地方自治法第１１５条の２及び会

議規則第１７条の規定により議長に提

出しました。本修正案は、補正予算案か

ら旧シュロス建物解体に関わる交流広

場整備事業費１億３６０２万５千円と

中山道会館駐車場整備に関わる観光施

設整備事業費３７９３万８千円、合計１

億７３９６万３千円を削除するもので

す。内訳は交流広場整備事業については

財産管理費中、旧シュロス建物解体工事

費８５００万円同設計管理測量費５０

０万円、し尿汲み取り料１１０２万５千

円を、また土木費中芝生公園整備費３千

万円、同設計管理測量費５００万円を含

み、観光施設整備事業費としては商工観

光費中中山道会館駐車場整備工事費１

３４１万３千円、同不動産鑑定料２０万

９千円、公有財産購入費２４３１万６千 

円が対象であります。旧シュロス建物は

築１８年で昭和５６ 

年の新耐震 

基準を満た 

しておりま 

す。この建 

物を市民要望 

の拠点として 

活用すること 

を望みました。中山道会館には大型バス

が入る立派な駐車場がありますが、前の

道路は交通規制で昼の３時から５時ま

で２時間は通行止めになります。平成２

０年度に来場した年間の観光バスは３

６台です。たった２時間それも月に４台

足らずのバスの為に駐車場を整備する

ことに反対しました。しかし、修正案は

反対多数で否決、補正予算は賛成多数で

可決され駐車場は整備され旧シュロス

は解体されることになりました。 


