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〔開会 午後１時40分〕 

 

【開会及び開議の宣告】 

〇議長（竹内 浩一 君） 

ただいまの出席議員は、20名です。したがって、地方自治法の規定による定足数に達しており

ます。これより、令和４年第１回可茂衛生施設利用組合議会定例会を開会いたします。 

日程に入るに先立ち、管理者から発言を求められておりますので、これを許します。 

 

〇管理者（冨田 成輝 君） 

はい、議長。 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

管理者「冨田 成輝」君。 

 

〇管理者（冨田 成輝 君） 

本日、ここに令和４年第１回可茂衛生施設利用組合議会定例会を開催するにあたりまして、一

言御挨拶を申し上げます。 

議員の皆様方には、平素から本組合事業の各般にわたり、格別の御理解と御協力を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

さて、本日御提案申し上げます案件は、予算に関するもの３件でございます。詳細につきまし

ては、事務局から説明いたしますので、御審議賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶

といたします。 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

それでは、お手元に配付の議事日程に従いまして、議事を進めさせていただきます。 

 

【議席の指定】 

〇議長（竹内 浩一 君） 

日程第１、議席の指定を行います。議席の指定は、会議規則第４条の規定により、私から指定

いたします。 

１番「藤井 浩人」君を指定いたします。 

 

【会議録署名議員の指名】 

〇議長（竹内 浩一 君） 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、私から、16番議員「藤井 宏之」

君、17番議員「今井 俊郎」君の御両名を指名いたします。 
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【会期の決定】 

〇議長（竹内 浩一 君） 

日程第３、会期の決定を行います。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日一日といたしたいと存じます。これに御異議ござ

いませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

御異議ないものと認めます。よって、本定例会の会期は、本日一日と決定いたしました。 

 

【副管理者選挙】 

〇議長（竹内 浩一 君） 

日程第４、選挙第１号 副管理者選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推薦にいたし

たいと存じます。これに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

御異議ないものと認めます。よって、選挙の方法は、指名推薦によることに決定しました。 

お諮りいたします。指名推薦の方法は、議長において指名することにいたしたいと存じます。

これに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

御異議ないものと認めます。よって、指名推薦の方法は、議長において指名することに決定し

ました。 

それでは私から、本組合の副管理者に、１番議員「藤井 浩人」君を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま指名いたしました「藤井 浩人」君を、本組合の副管理者の当選

人と定めることに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

御異議ないものと認めます。よって、「藤井 浩人」君を本組合の副管理者の当選人と決しま

した。 
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ただいま副管理者に当選されました「藤井 浩人」君が議場におられますので、本席から、会

議規則第32条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

また、本組合の副管理者に美濃加茂市長「藤井 浩人」君が就任されましたので、組合規約第

５条第２項の規定により、美濃加茂市副市長「小川 美鈴」君が本組合議会の議員となられまし

た。議席番号は１番といたします。 

 

〔議席の交代〕 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

 それでは、副管理者に就任されました「藤井 浩人」君から就任の御挨拶をいただきます。 

 

〇副管理者（藤井 浩人 君） 

改めまして、美濃加茂市の藤井でございます。 

ただ今は、可茂衛生施設利用組合の副管理者という大役を仰せつかりまして、大変光栄に存じ

ますとともに、責任の重大さを痛感し、身の引き締まる思いでいるところでございます。議員の

皆様方の御協力をいただきながら、管理者の冨田市長と共に、管内住民の皆様にとって、住み良

い環境づくりと、廃棄物の安全かつ適正な処理を目指し、最善の努力を傾注して取り組んでゆく

所存でございます。 

皆様方の格別の御指導、御鞭撻を賜りますよう切にお願い申し上げ、甚だ簡単ではございます

が、就任の挨拶とさせていただきます。どうか宜しくお願いいたします。 

 

【諸般の報告】 

〇議長（竹内 浩一 君） 

日程第５、諸般の報告をいたします。 

監査委員から、地方自治法第235条の２第３項の規定により、令和３年９月分から令和４年１月

分までの例月出納検査結果の報告がありました。その写しをお手元に配付しておりますので、御

確認をお願いいたします。 

 

【議案第１号】【議案第２号】 

〇議長（竹内 浩一 君） 

日程第６、議案第１号 令和４年度可茂衛生施設利用組合一般会計市町村分担金について、及

び日程第７、議案第２号 令和４年度可茂衛生施設利用組合一般会計予算について、を一括議題

とします。朗読を省略して、提案内容の説明を求めます。 

 

〇事務局長（渡辺 聡 君） 

はい、議長。 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 
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事務局長「渡辺 聡」君。 

 

〇事務局長（渡辺 聡 君） 

議案第１号 令和４年度可茂衛生施設利用組合一般会計市町村分担金について、を説明しま

す。資料番号２、一般会計市町村分担金をお願いします。 

１頁をお願いします。令和４年度にお願いします分担金は、（１）一般管理運営費から（13）

不燃物処理運営費（公債費）までの総額22億5,000万円をお願いするものです。前年度と比較して

4,457万5,000円の増となりました。 

（２）し尿処理運営費の分担金には、美濃加茂市の下水道脱水汚泥の計画量超過分に係る分担

金も含まれております。 

（６）研修館管理運営費のうち、わくわく体験館の指定管理料の２分の１につきましては10市

町村で按分しまして、残りの２分の１になります2,950万円につきましては、可児市単独の分担金

としてお願いするものです。 

（７）新施設建設等準備費分担金につきましては、令和３年度より下限を１億5,000万円とした

施設整備基金の積立を開始しており、令和４年度においては２億3,500万円の分担金をお願いし、

施設整備基金への積立てを行うものです。 

分担方法は２分担方法のとおり人口割、実績割、均等割りで算出しており、算出に用いる人口

は令和３年４月１日時点の人口、実績については令和２年度実績を使用しております。 

徴収方法は３分担金徴収方法のとおり３期に分けてそれぞれの期限までにお願いするもので

す。 

２頁をお願いします。市町村及び運営費別の分担金の一覧を載せております。 

３頁から15頁までは、運営費ごとの分担金について人口割と実績割または均等割の金額を載せ

ております。 

16頁と17頁には分担金の前年度比較となっており、令和３年度との比較をしております。各市

町村の分担金の合計額の前年度比較につきましては、17頁の一番右下に記載しております。 

市町村分担金の説明は以上です。 

続きまして、議案第２号 令和４年度可茂衛生施設利用組合一般会計予算について、を説明し

ます。資料番号３、一般会計予算書をお願いします。 

１頁をお願いします。令和４年度の一般会計予算総額は、歳入歳出それぞれ35億4,000万円を計

上しました。前年度と比較して４億2,600万円、13.7％の増となりましたが、主な要因は、令和３

年７月の組合議会臨時会にて令和４年度債務負担行為の承認をいただき発注しました緑ヶ丘クリ

ーンセンターの汚泥再生処理施設における熱交換器緊急工事、及びささゆりクリーンパークの最

終処分場キャッピング工事を施工することなどによるものです。 

４頁をお願いします。第２表、債務負担行為です。 

令和５年度可燃ごみ処理施設長寿命化工事につきましては、工事部材の納期に時間を要するこ

とから、令和４年度内に契約を締結するため債務負担行為の設定をお願いするものです。 

また、令和５年度焼却残渣搬出車両購入につきましては、車両の使用開始から23年が経過し、

不具合が多発しているため新規に購入させていただくものです。この車両はアームロールと呼ば
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れる車両で、ささゆりクリーンパークの場内において灰搬出などに用いる輸送用コンテナを移動

するのに使用しています。車両部品の一部は、海外での製造となるため納車までに時間を要する

ことから令和４年度に契約を締結し、令和５年度に納車、支出とするものです。いずれも４年度

中の支出はありません。 

５頁をお願いします。第３表、地方債です。 

表に記載しております整備事業３件に係る借入限度額について承認をお願いするものです。 

９頁をお願いします。歳入について御説明します。 

款１分担金及び負担金、項１分担金は、22億5,000万円を計上しました。各運営費別につきまし

ては、先ほど市町村分担金にて御説明しましたとおりです。 

款２使用料及び手数料、項１使用料は、４億8,499万1,000円を計上しました。 

前年度と比較して２億4,578万3,000円の増となりますが、主な要因は、本年度一般廃棄物処理

施設の設置及び管理に関する条例を改正し、施設利用料を変更したため、事業系ごみの搬入に係

る施設使用料の増額を見込んだことによります。 

10頁をお願いします。款４繰入金、項１基金繰入金は、２億6,402万円を計上しました。これは

各運営費に財政調整基金を充当するもので、前年度と比較して9,491万7,000円の増となります

が、主な要因はささゆりクリーンパークの最終処分場のキャッピング工事に財政調整基金を充当

することによります。 

11頁をお願いします。款６諸収入、項２雑入は、鉄類などの資源売却による収入のほか、蒸気

タービン発電機による売電代金を合わせて6,616万5,000円を計上しました。前年度と比較して789

万4,000円の増となっておりますが、この要因は売電代金の増額を見込んだことによります。 

款７組合債、項１組合債は、先ほど地方債で説明したとおり、各整備事業に係る借入金を計上

しております。 

歳入につきましては以上です。 

続きまして歳出につきまして説明します。12頁をお願いします。 

款２総務費、項１総務管理費は、１億5,224万3,000円を計上しました。前年度と比較して707万

7,000円の増となりましたが、主な要因は、人件費及び新規公用車の購入による備品購入費の増に

よるものです。 

15頁をお願いします。款３衛生費、項１清掃費、目１し尿処理費は、４億1,490万5,000円を計

上しました。前年度と比較して6,582万4,000円の増となりましたが、主な要因は、緑ヶ丘クリー

ンセンターの汚泥再生処理施設熱交換器緊急工事を実施することによるものです。 

16頁をお願いします。目２可燃物処理費は、16億2,548万3,000円を計上しました。前年度と比

較して１億7,534万7,000円の増となりましたが、主な要因は、最終処分場のキャッピング工事を

実施するほか、消火設備及び非常放送設備などの工事費の増によるものです。 

18頁をお願いします。目３不燃物処理費は、２億7,438万9,000円を計上しました。前年度と比

較して367万1,000円の減となりましたが、主な要因は、人件費及び工事費の減によるものです。 

19頁をお願いします。目５研修館管理費は6,600万円を計上しました。前年度と比較して240万

円の増となりましたが、主な要因は、老朽化する建築物の修繕料を増額したことによります。 

20頁をお願いします。目６新施設建設等準備費は、２億3,550万円を計上し、前年度と比較して
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8,549万円の増となりました。令和３年度から下限を１億5,000万円とする積立てを毎年度実施す

るもので、次期ごみ処理施設の建設及び現施設の解体に要する費用に備え施設整備基金に積立て

るものです。 

その下に記載しております最終処分場整備費につきましては、最終処分場キャッピング工事の

実施設計業務完了により廃目としております。 

続きまして項２保健衛生費、目１火葬場管理費は、１億7,116万9,000円を計上しました。前年

度と比較して438万2,000円の減となりましたが、主な要因は、人件費及び光熱水費の減によるも

のです。 

21頁をお願いします。目２火葬場建設費は、6,976万3,000円を計上しました。火葬場建設費の

25％をSPCに対して15年間割賦払いするもので、４年目の支払いとなります。 

款４公債費は、５億1,016万3,000円を計上しました。前年度と比較しまして１億277万2,000円

の増となりましたが、主な要因は、令和２年度の借入に係る元金償還が始まることによります。 

歳出については以上です。 

22頁をお願いします。給与費明細書です。 

１特別職につきましては、長等２名、議員20名、その他７名です。その他の内訳としまして

は、監査委員２名、個人情報事務に関する審査委員５名です。 

23頁をお願いします。２一般職です。 

ア会計年度任用職員以外の職員につきましては、前年度と比較しまして１名増の24名です。イ

会計年度任用職員につきましては、前年度と同じく２名です。 

24頁をお願いします。給料及び職員手当の増減額の明細です。 

増減の内容につきましては、主に昇給・昇格、人事異動に伴う増減でございます。新規職員２

名の採用を予定しています。 

28頁をお願いします。債務負担行為に関する調書です。 

令和３年度までに御承認いただいております各事業に、先ほど第２表、債務負担行為で説明し

ました下段２つの事業について追記したものです。 

29頁をお願いします。地方債の現在高の見込に関する調書です。 

令和３年度末現在高見込額は、28億7,617万3,000円で、令和４年度中起債見込額を４億6,830万

円、令和４年度中の元金償還見込額を５億222万7,000円としまして、令和４年度末現在高見込額

を28億4,224万6,000円としております。 

一般会計予算の説明は以上です。 

第１号議案 市町村分担金、及び第２号議案 一般会計予算につきまして、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

説明が終わりましたので、これより質疑を許します。質疑はございませんか。 

 

〔「質疑なし」の声あり〕 
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〇議長（竹内 浩一 君） 

質疑なしと認めます。 

これより、議案２件のうち、まず議案第１号 令和４年度可茂衛生施設利用組合一般会計市町

村分担金について、を採決いたします。 

お諮りいたします。本議案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

御異議ないものと認めます。よって、本議案は原案のとおり決しました。 

次に、議案第２号 令和４年度可茂衛生施設利用組合一般会計予算について、を採決いたしま

す。 

お諮りいたします。本議案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

御異議ないものと認めます。よって、本議案は原案のとおり決しました。 

 

【議案第３号】 

〇議長（竹内 浩一 君） 

日程第８、議案第３号 令和３年度可茂衛生施設利用組合一般会計補正予算（第３号）につい

て、を議題といたします。朗読を省略して、提案内容の説明を求めます。 

 

〇事務局長（渡辺 聡 君） 

はい、議長。 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

事務局長「渡辺 聡」君。 

 

〇事務局長（渡辺 聡 君） 

議案第３号 令和３年度可茂衛生施設利用組合一般会計補正予算について、を説明します。 

資料番号４、一般会計補正予算書をお願いします。 

１頁をお願いします。第３号補正になりますが、繰越明許費の追加をお願いするものです。 

２頁をお願いします。第１表繰越明許費の補正ですが、内容としましては、次期ごみ処理施設

の建設に向けて、事業スキーム、施設規模や事業費などについて翌年度も引続き検討していく必

要があるため、記載のとおり基本構想策定委託料を繰り越すものです。繰越事業費は500万円で

す。 
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第３号議案 一般会計補正予算の説明は以上です。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

説明が終わりましたので、これより質疑を許します。質疑はございませんか。 

 

〔「質疑なし」の声あり〕 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

質疑なしと認めます。 

これより、議案第３号 令和３年度可茂衛生施設利用組合一般会計補正予算（第３号）につい

て、を採決いたします。 

お諮りいたします。本議案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

御異議ないものと認めます。よって、本議案は原案のとおり決しました。 

 

【議了の宣告】 

〇議長（竹内 浩一 君） 

以上で、本定例会の日程はすべて終了いたしました。 

ここで、管理者から発言を求められておりますので、これを許します。 

 

〇管理者（冨田 成輝 君） 

はい、議長。 

 

〇議長（竹内 浩一 君） 

管理者「冨田 成輝」君。 

 

〇管理者（冨田 成輝 君） 

ただいまは、可茂衛生施設利用組合が御提案申し上げました案件につきまして、御決定を賜り

厚く御礼を申し上げます。 

さて、ささゆりクリーンパークの稼働期間につきましては、地元との協定に基づく稼働期限ま

で残り17年余りとなりました。先ほど事務局から御説明いたしましたとおり、次期施設の基本構

想策定の段階におきましては、候補地の選定、最新事例の研究、官民連携の在り方など、まずは

幅広く情報を収集し、安全安定はもちろんのこと、費用対効果の高い施設整備と管理運営方法を

検討して参ります。 
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今後とも、地元の皆様の御理解をいただきながら、管内市町村の皆様と緊密な連携を図り、計

画的に組合事業を推進して参りたいと存じますので、皆様方の一層の御指導、御協力をお願い申

し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

【閉会の宣告】 

〇議長（竹内 浩一 君） 

これをもちまして、令和４年第１回可茂衛生施設利用組合議会定例会を閉会いたします。 

 

〔閉会 午後２時10分〕 


