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２０１４.６ 

臨時議会が開催されました ～平成 26 年度の議会役職が決定！～ 

臨時議会 提出議案 １件 

【工事請負契約の締結】 

契 約 の 目 的  付知中央橋上部工架設工事 

契 約 方 法  指名競争入札 

契 約 金 額  170,640,000 円 

契約の相手先   （株）中島工務店 

 

 ５月１６日に臨時議会が開催されました。平成

26 年度の主な議会役職は下記の通りです。 

●議会役職 

 議  長 深谷  勲 氏（新政会） 

 副 議 長 鈴木 清貴 氏（市議会公明党） 

 監査委員 吉村 久資 氏（市民クラブ） 

●常任委員会 

※私は、総務企画委員会（委員長）・議会改革特別委
員会（委員）となりました。 

特別委員会名 構成 

人員 
リニア中央新幹線対策特別委員会 8 
議会改革特別委員会 8 
新衛生センター及び汚泥処理対策特別委員会 8 

 

常任委員会名 氏名 

総務企画委員会 

◎牛田敬一  ○伊佐治由行 

吉村卓己   深谷 勲   

鷹見憲三   勝  彰  

田口文数   原 昌男 

文教民生委員会 

◎岡﨑隆彦  ○片桐光朗 

  松浦高春   粥川茂和 

  三浦八郎   大堀寿延 

  深谷明宏   吉村久資   

産業建設委員会 

◎柘植達樹  ○佐藤光司 

楯 公夫   鈴木雅彦 

吉村俊廣   吉村浩平 

櫛松直子   鈴木清貴 

予算決算委員会 
◎楯 公夫  ○吉村浩平  

以下、議員全員 

◎委員長 ○副委員長 

平成 26 年度 ４月補正予算（専決）の概要 

 ３月１３日及び３０日の集中豪雨により被災した

林道の災害復旧措置を行ったための経費を緊急的に

計上し、専決処分した。 

 ◆公共災害復旧費・・・・  26,400 千円 

付知地内（３/13）    2,600 千円 

福岡地内（３/30）    4,800 千円 

蛭川地内（3/30）    19,000 千円 

  ◆市単独災害復旧費・・・・ 6,700 千円 

   恵北東線、恵北線、二ツ森線 

 

平成 26 年度、総務企画委員会の委員長に推

薦されました。市民の皆さんに分かりやすい委

員会活動と情報展開に努力します。 

上部工架設工事が始まる中央橋 

恵北林道 

活
動
ト
ピ
ッ
ク
ス 富士通テン女子バレーボール教室 中津消防団早朝訓練激励 

 
昼食懇談会（富士通テン） 
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２日（日）本会議（初日） 

４日（水）議会報編集委員会 

９日（月）リニア中央新幹線促進期成同盟会）総会 

11 日（水）本会議（一般質問） 

12 日（木）本会議（一般質問） 

苗木交流センター建設委員会 

13 日（金）本会議（一般質問：予備日） 

14 日（土）坂本）二軒家市政報告会 

15 日（日）中津川市消防団操法大会 

16 日（月）本会議（産業建設委員会） 

      商工会議所）通常議員総会 

17 日（火）本会議（総務企画委員会） 

      富士通テン協力会）総会 

18 日（水）本会議（文教民生委員会） 

労働者福祉協議会）定期総会 

19 日（木）本会議（予算決算委員会） 

21 日（土）ミニ集会（中央公民館） 

25 日（水）本会議（最終日） 

26 日（木）市政相談会 

6 月の予定 

中津川市の「ごみの減量化」は進んでいるのか？ 

2013 年の６月定例会において、ゴミ処理に関

する一般質問を行いました。歳入が減っていくなか

で「歳出に係る市民サービスのコスト意識を見つめ

直す時期に来ている」と提言しました。 

過日の岐阜新聞によりますと、岐阜県の 2012

年度のごみの総排出量が過去最小であったと報道

されています。しかし、市町村別の 1 人 1 日当た

りのごみ排出量をみると、最も多かったのが 大垣

市の 1,059g、次いで 中津川市の 1,058g となっ

ています。最も少なかったのは東白川村の 444ｇ

で、中津川市と比較すると 614ｇ／1 日（224ｋ

ｇ／1 年）の差があります。 

この状況を踏まえ、以下の質問を行います。 

一般質問（一部抜粋） 
○この一年間に行ったごみ減量対策と効果 

○現在の 1 人 1 日当たりのごみ排出量と推移 

○県内のごみ減量対策状況 

○東濃 4 市の取り組み状況 

○市民へのごみ減量に対する周知方法・・など 

 

６月定例会で一般質問します！ 

 
地域改善のお知らせ 

中津川市は、各地域から改善要望が出されている

箇所を順次改良工事を行っています。 

昨年９月の補正予算で計上された箇所が改良され

ています。（高山地区：側溝の設置） 

6 月定例会 提出予定議案 

 報告２  条例３  その他３  補正予算３ 

【条例】 

 ①中津川市税条例等の一部改正について 

 ②中津川市非常勤消防団員に係る退職報償金の

支給に関する条例の一部改正 

 ③中津川市火災予防条例の一部改正について 

【その他】 

 ①財産の取得について 

   屈折はしご付消防ポンプ自動車 

 ②市道路線の変更について 他 

【補正予算】 一般会計  230,819 千円 

       特別会計    1,500 千円 

          合  計  232,319 千円 

  ◆一般会計内訳（一部抜粋） 

   地籍調査事業（銭亀地区） 10,000 千円 

    道路維持・新設事業    34,600 千円 

    交通安全施設設置事業   20,930 千円 

    消防設備整備事業     83,400 千円 

    消防団員事業       63,159 千円 

 詳細は、７月号で報告いたします。 

６月定例会トピックス 

「安心・安全・あたたかい中津川市」をめざして活

動しています。市政への意見・要望、地域の問題な

ど、お気軽にご相談ください。 

 携帯電話：090-5873-5152 
 E メール：ushida@takenet.or.jp 
 

上記以外にも、行政相談の現況、中津川市の

雇用等について質問いたします。皆さんの代表

として一般質問を有効に活用し「安心・安全」

なまちづくりを目指していく所存です。 


