
2012 年 6月号 №24

- 1 - 組織内討議資料

HP http://www.takenet.or.jp/~ushida/

e-mail ushida@takenet.or.jp

発行：牛田けいいち後援会（中津川市苗木 2110）

TEL.0573-66-6926／FAX.0573-65-6924

２０１２．６

合併後７年が経過！ 各地域の予算配分はどうなっているのか？

中津川市は、平成 17 年２月に長野県山口村を含

む３町４村との合併を行い、人口は 55,477 人（当

時）から 80,910 人（平成 22 年国勢調査）、面積

は 275.98ｋ㎡から 676.38ｋ㎡と増加しました。

合併から約７年が経過しましたが、合併効果を疑

問視する意見も多いため、本当に合併による地域間

の格差が大きくなっているのか調べてみました。

今回は、平成 24 年度の当初予算における｢地区別

事業費｣の中で、基盤整備のみを取り上げました。

市民１人当りの基盤整備予算（円）
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平成 24 年度基盤整備予算 10 億 3,000 万円

内訳：旧中津地区 5 億 6,800 万円

旧恵北地区 3 億 1,900 万円

全市共通 1 億 4,300 万円

年度によって、基盤整備する地区が変わります

ので、均一な予算配分は不可能と考えます。

今年度の主な基盤整備事業 （単位：百万円）

地区 事業内容 金額

加子母 林道整備･小水力発電 107

付知 付知 5 号線道路改良工事 56

山口 県営基幹農道整備事業（椿街道） 68

中津 橋梁耐震工事･本町街なみ環境整備 357

坂本 19号４車線化に絡む道路改良工事 72

※上記の金額は、各地区の予算総額を表しています。

旧中津地区と旧恵北地区１人当りの予算額比較

旧中津地区 10,610 円

旧恵北地区 11.652 円
その差は 1,000 円
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つけち森林の市を見学 川上通所介護事業所開所式に出席 市政報告会（坂本地区）

今年度の１人当りの基盤整備予算は、旧恵北

地区が若干上回っており、旧中津地区に偏って

いませんが、人口の差によって、地区単位の予

算は旧中津地区が大きくなります。

生活に密着したサービスの内容については、

合併した効果がないと不満に思う方も少なくあ

りません。しかし、実際はどうでしょうか？ ひ

とつの事例だけで判断するのではなく、総合的

にみてどうなのかを判断しなくてはいけませ

ん。そのためには、市民の皆さんへの正確な情

報開示が必要であり、今後もニュースを通じて

お知らせしていきます。

行政の難しいところは、限られた資源（人・

物・金）をどうバランスよく使うかだと考えま

す。年々、財政が厳しく国や県からの交付金等

も減ってきますので、予算・決算を更に細かく

チェックして、健全でバランスのとれた財政運

営を行うように提言していきます。

皆さんのご意見・ご質問をお寄せください。

基盤整備：上下水道や道路などの社会基盤整備。

※今回の資料には、上下水道の予算は含んでいません。
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平成 24 年度の議会役職が決定！

正副議長や各常任委員会・特別委員会の役職が
決定しました。各常任委員会・特別委員会の委員
は、基本的に２年間変わりません。

私は、引き続き「産業建設委員会」と「議会改
革特別委員会」の委員として活動していきます。

●役職（敬称略）

議 長：松浦 高春 ・ 副議長：鷹見 憲三
監査委員：鈴木 清貴

提出議案トピックス
●工事請負契約の締結について

中津川市清和寮増築および改修工事（建築本体工事）

契約金額：223,650,000円（指名競争入札）

契約先 ：三和建設株式会社

●新図書館建設工事中止に伴う、契約解除後の市
有地の保全管理を行う経費

金 額：7,300,000円
内 容：保全管理工事費・防犯灯電気代
審議結果：賛成多数で可決

建設中止に伴い、市有地の管理が業者から市に

移行しました。現在のフェンスは外から中が見え

ない構造のため、防犯面から金網タイプのフェン

スに変える工事等の費用です。市民の安心・安全

を確保するための必要経費と考え賛成しました。

●元中津川市議代読訴訟の控訴審判決において中
津川市に損害賠償の支払い命令が生じた経費

金 額：3,825,000円
内 容：損害賠償金・損害遅延金
審議結果：全会一致で可決

議会・議員に「いじめ」はなかったとの判決で

したが、その間の発言の権利、自由を侵害したと

のことで中津川市に慰謝料（300万円）と損害遅

延金（82.5万円）が命ぜられました。

５月臨時議会だより

【質問】印鑑証明の写しは、土日に図書館でサービ

スが受けられますが、戸籍謄本（抄本）は出来ない

と言われました。なぜでしょうか？

【回答】図書館のパソコンは、市役所の戸籍に関す

るコンピュータと繋がっていますが、休日は市役所

のコンピュータが稼動していません。また、戸籍謄

本（抄本）は戸籍事務専門の職員しか取り扱えない

ようです。したがって、図書館で休日対応するには、

市役所のコンピュータを稼動させ、戸籍事務職員の

休日出勤が必要となりますが、経費が発生します。

現在、戸籍謄本（抄本）の取り扱い件数は、月 2,000

件です。休日窓口対応を実施している自治体もあ

り、状況を調査したうえで判断したいと考えます。

＜市役所市民課＞の窓口は月～金曜日の午後 6 時

15 分まで可能です。（通常窓口より 1 時間延長さ

れています）

Q&A コーナー

【取扱い窓口の状況】

＜市役所市民課＞（祝祭日、年末年始の休業日除く）

月～金曜日 午前 8 時 30 分から午後 6 時 15 分

＜各総合事務所、各地域事務所（中津事務所除く）、

保健センター（健康福祉会館）、市民病院

にぎわいプラザサービスコーナー(JR中津川駅前）＞

月～金曜日 午前 8 時 30 分から午後 5時 15 分

＜図書館＞（休館日、年末年始の休業日を除く）

火～金曜日 午前 8 時 30 分から午後 5時 15 分

土、日曜日（休館日を除く） 午前 9時から午後 4時
※土、日曜日は住民票、印鑑証明のみ発行可能

＜郵便での請求＞

戸籍謄抄本等、住民票の写し等、転出証明書は、郵

便で請求することもできます。

５日（火）議案勉強会 ２１日（木）【本会議】一般質問

６日（水）電機岐阜）議員団政策制度会議 ２４日（日）夜明けの森景観整備作業

１１日（月）【本会議】初日 ２５日（月）【本会議】文教民生委員会

１２日（火）【本会議】一般質問通告締切 ２６日（火）【本会議】産業建設委員会

１６日（土）ミニ集会 公開討論集会

１７日（日）中津川市消防操法大会 ２７日（水）【本会議】総務企画委員会

１8 日（月）商工会議所通常議員総会 ２８日（木）【本会議】予算特別委員会

２０日（水）【本会議】一般質問

6

月

の

予

定

～地域改善のお知らせ～

北野地区の妙見大橋において

橋とのつなぎ目に段差があり通

行の妨げになっていました。

今回、段差部分にアスファル

トを舗装したことにより走行し

やすくなりました。

お気軽にご相談ください。


