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臨時議会が開催 ～次回選挙は、議員定数が 24 名から 21 名に削減！～

議員定数が 24 名から 21 名に削減！

議員定数問題は、以前より課題と認識していまし

た。議会でも議員定数特別委員会を設置し、近隣自

治体・類似自治体の現状を参考に検討を重ねました。
５月１６日に臨時議会が開催されました。主な内容

は下記の通りです。

●中津川市議会議員定数条例の一部改正について

次回の選挙から議員定数を24名から21名または

しかし、委員会でひとつの定数に絞ることができず、

臨時議会で採決することになり、その結果、現状の

24 名から 21 名への削減が決定しました。

20 名に改めるものです。（議員提案）
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予算決算委員会 24 予算決算

決算委員会」を設置するものです。

自治体名
人口

(人)

面積

（k ㎡)

議員

定数

議員

1 人当り

人口（人）

中津川市 82,032 676 24 3,418

恵那市 54,381 504 20 2,265

瑞浪市 40,090 175 16 2,505

土岐市 61,563 116 18 3,420

多治見市 115,488 91 24 4,812

岐阜県全体 1,776,000 10,621 437 4,065

神奈川県綾瀬市 82,104 22 21 3,909

新潟県燕市 82,695 110 24 3,445

福井県越前市 82,038 230 22 3,729

群馬県渋川市 83,437 240 26 3,209

岐阜県で議員 1 人当りの人口が最も多いのは、岐

阜市の 10,212 人、最も少なのは飛騨市で 1,576

人です。中津川市は次回より 21 名の定員となり議員

1 人当りの人口は 3,906 人となります。しかし、人

口比だけでなく、面積比やリニアを見据えたまちづく

り・区長さんとの役割分担など自治体の特色を配慮し
●リニア中央新幹線対策特別委員会および議会改革

特別委員会設置に関する決議の一部を改正

現在の委員数を 12 名から８名にするものです。
●議会役職

議 長 鷹見 憲三 氏（緑政会）

副 議 長 深谷 勲 氏（新政会）

監査委員 吉村 久資 氏（市民クラブ）

※私は、総務企画委員会（副委員長）・議会改革特

別委員会（委員）となりました。

●中津川市固定資産評価員の選任 岩川 典正 氏
活
動
ト
ピ
ッ
ク
ス中津地

従って、特別委員会は下記の３委員会となります。

リニア中央新幹線

議会改革特別委

新衛生センター及

た考え方も必要と思います。

近年、地方自治体､特に市議会議員の定数及び報酬

に関し、社会的に大きな関心を集めています。中津川

市においても、行財政改革で職員数の削減などを取組

む中で、議員定数削減も不可欠と考えます。このよう

な議員定数削減は、市民の皆さんから議員の資質や行
特別委員会名
構成

人員

対策特別委員会 8

員会 8
常任委員会名
構成

人員
所管事務

務企画委員会 8 総務・企画・定住推進・消防等

教民生委員会 8 健康福祉・生活環境・病院等

業建設委員会 8 農林・商工観光・基盤整備等
●中津川市議会委員会条例の一部改正

現在、常任委員会は「総務企画委員会」「文教民生

委員会」「産業建設委員会」でしたが、新たに「予算
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区災害対策協議会総会 ビーバーズ 20 周年記念式典 電機連合岐阜地協）議員団会議

び汚泥処理対策特別委員会 8
動に対する不満の表れだと考えます。
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２日（日）中津・苗木消防団操法大会

５日（水）市政報告会（栃木富士通テン）

７日（金）議会改革勉強会

9 日（日）連合岐阜）サマーセミナー

11 日（火）本会議（一般質問） 11～12 日

13 日（木）富士通テン協力会）総会

14 日（金）産業建設委員会

17 日（月）文教民生委員会

18 日（火）総務企画委員会

19 日（水）予算決算委員会

20 日（木）苗木区長会）懇談会

23 日（日）中津川市消防団操法大会

25 日（火）本会議（最終日）

28 日（金）労働者福祉協議会）定期総会

6 月の予定私も「石上としお」さんを応援しています！

市民サービスに関わるコストについて

中津川市の財政見通し（平成 24～32 年度）は、

歳入が平成 27 年度以降大幅に減少すると予測さ

れています。市税収入の大幅な増収が見込めない

中で、歳出は高齢化や高度医療化などにより増加

傾向にあり、このままでは中津川市の財政が立ち

行かなくなるとの見解です。

平成 25 年度財政運営の基本方針の個別事項に

ある、歳入では受益者負担の考え方、歳出では「前

例踏襲」や「現状維持」という発想を改め、「根本

から事業を見直し、業務の一層の効率化、事業の

スクラップを行なう」との取組みについて「市民

サービスに関わるコスト」の観点から質問します。

一般質問（一部抜粋）

○受益者負担の考え方のなかで、負担の公平性が

悪い事業はどのようなものが挙げられるのか？

○中津川市の一般ゴミ排出量が平成 23 年度は上

昇傾向にあります。主な要因は何か？

○中津川市のゴミ処理経費が年間約 11 億円かか

っています。削減対策をお聞きします。

○リサイクル活動の内容を教えていただきたい。

６月定例会で一般質問します！

「普通に生きる」

5 月 18 日（土）に中津川市障がい児者を守る

会の映画鑑賞会に参加しました。映画では、家族

の介護や施設での生活を拝見し「普通に生きる」

意味が少しわかった気がしました。まさか私の子

どもが障がいを持って生まれてくるなんて思いも

しなかった。最近では成人の方が突然、目が見え

なくなり音も聞こえなくなる病にかかったニュー

スを拝見しました。本人はもとより家族の方は、

24 時間休みのない介護が続きます

私も以前に娘が車イスでの生活をした時があり

ました。健常者には気にならないほんの少しの段

差が、障がい者にとっては大きな段差であること

を知らされました。

中津川市の安心・

安全そして「あたた

かい」まちづくりの

ために障がい者の環

境整備が重要と考え

ます。微力ながらお

手伝いさせていただ

きたいと思います。

うっしーのひとりごと

地域改善のお知らせ

坂本地区において、住宅地内の側溝に子

どもさんが転落したことがあり、地域より

安全対策の要望が出ていました。現地を確

認しましたが、通常の側溝より深く大きい

タイプでした。豪雨の場合、児童が誤って

転落し増水によって流される事故を未然

に防ぐことが必要です。

市政に対する質問・意見・要望がありま

したら、お気軽にご相談ください。

改善前 改善後


