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～高齢化社会に向けて～ バリアフリーが進んでいるのか？

活
動
ト
ピ
ッ
ク
ス中津川消防本部 出初式 中津川

日本の高齢化は、世界で最も早く進んでいると言わ

れています。中津川市においても 27％と全国平均を

上回っています。

≪日本の高齢化状況≫

総人口：1 億 2,780 万人（平成 23 年 10 月 1日現在）

↓ ↓ ↓ ↓

内、65～74 歳（前期高齢者）：1,504 万人

75 歳以上（後期高齢者）：1,471 万人

65 歳以上は 2,975 万人で高齢化率は 23.3％ ！

平成72(2060)年には、25人に1人が65歳以上！

４人に1人が75歳以上！

全国の高齢化率（将来推計）
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高齢化：総人口に占める 65 歳以上人口の割合

高齢化率（％）
県名

2011 年 2035 年

高齢化の伸び

（ﾎﾟｲﾝﾄ）

岐阜県 24.3 33.6 9.3

愛知県 20.6 29.7 9.1

三重県 24.4 33.5 9.1

静岡県 24.1 34.6 10.5

年金・医療・介護保険費等は、高齢化が進むにつれ

て、国民所得に占める割合が昭和 45（1970）年の

5.8％から、2008 年では 29.4％に上昇しています。

≪東海４県の高齢化状況≫

全国の高齢化率（将来推計）
今回は、中津川市における日常生活において高齢

化対策がどのようになっているのか考えてみます。

市民の方から「市民病院の駐車方法」や「市役所
の駐車状況」について、要望が寄せられています。

●中津川市民病院

車イス専用駐車スペース部分に、わずかではあり

ますがスロープがあることや高齢者の方が多くな

ったこともあり、車イス専用スペースが不足してい

るといった意見が寄せられています。

市民病院玄関前

●中津川市役所 北分室前

車イス専用駐車場が、玄関より遠くて使いづらい

ことや、玄関前の駐車スペースがほとんど空いてい

ない等、改善要望が届いています。
出典：内閣府 平成 23 年度高齢社会白書
組織内討議資料

市 成人式 連合岐阜）議員団会議

市役所北分室

高齢化に伴うバリアフリー化の必要性がますます

増加すると予測します。目先の対策も必要ですが、

限られた予算のなかで、将来を見据えた計画が重

要と考えます。暮らしやすいまち「中津川」を皆

さんと一緒に作り上げていきたいと思います。
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交通安全対策 これでいいのか？

昨年１２月の補正予算で、交通安全対策事業とし

て１７,８００千円が計上されました。全国の痛ま

しい事故を受けて、国の緊急合同点検が実施され、

児童・生徒の通学路における登下校の安全確保を図

るために、緊急性の高い箇所を修繕するものです。

主な修繕箇所（小学校区）

西小 ：アルコ(酒屋)付近の５差路をカラー舗装

苗木小：苗木交差点の川沿いにフェンスを設置

坂本小：二軒屋クラブ～ＪＲ陸橋までの側溝に

グレーチングを設置

落合小：学校から与坂通学路をカラー舗装

うっしーのひとりごと

Q：平成 24 年末に家族が亡くなりましたが、平成

25 年３月分まで住民税を納付するよう請求され

ました。しくみを教えてください。

A：住民税は、所得があった年に納めるのではなく、

その翌年に納める後払い方式で、毎年１月１日に存

命している方が対象で、前年の所得に対して、その

年度の税金額が算出されます。納付は 6 月・8 月・

10 月・翌年 1 月の４回に分けて全額支払いが原則

です。したがって、平成 24 年 12 月に亡くなられ

ても、平成２５年 1 月の納付義務があります。

極端な例で説明しますと、平成 25 年１月２日に

亡くなられた方にも、平成 25 年度の納付義務が発

生することになります。
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2013 年の住民税の納付

（2013 年 4 月～2014 年 3 月分）
私も「石上としお」

上記の納付は、普通

引きされていない方

ない方で、１年分の

分けて直接納付しま

、特別徴収対象者と

、会社を通して各市

処理の煩雑さを考え

始まる４月までに亡

かの（減税や中止）

います。また、対象

不安を持つひとつの

場に立った、丁寧な

2014 年 1 月
- 2 - 組織内討議資料

２日（土） 中津川市体育協会 60 周年記念式典

３日（日） 南地区世代交流さわやか芸能祭

５日（火） 産業建設委員会所管事務調査

８日（金） 電機連合）議員団会議

1２日（火） 議員連絡協議会

14 日（木） 東濃ブロック研修会

15 日（金） 富士通テン労働組合中央委員会

16 日（土） 全国小水力発電サミット in 岐阜

20 日（水） 出前講座（市民病院について）

23 日（土） 後援会行事

26 日（火） 本会議（初日）

27 日（水） 社会福祉協議会理事会

一般質問通告締め切り

２月の予定
さんを応援しています！

今回の補正予算で、写真のように安全対策とし

て側溝にグレーチング（フタ）をかぶせ、通学路

の幅が確保される距離が延長されます。

しかし、矢印に示すように、溝と歩道に５cm ほ

どの段差と未舗装部分があり、歩きにくい状態と

なっています。また、グレーチングは雨が降ると

滑りやすい状態になると思います。

地域の方は、これでは不十分ではないかと言わ

れていました。予算の問題も理解できますが、児

童・生徒の利用者目線で「これでいいのか」と問

いながら、限られた費用を有効活用するように、

改善を進めていかなければなりません。

坂本小学校区 二軒屋地区の歩道

徴収と言われ、自営業（給与

）や、公的年金から引かれて

税金を年 4 回（一括納付可）

す。会社員などの給与所得者

して、毎月の給与から住民税

町村に納付されます。

ると致し方ないですが、納付

くなられた方については、何

措置があってもいいのではと

者に対する説明不足も、市民

要因と考えますので、市民の

説明が必要と考えます。


