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前期事業実施計画を見ると具体的な目標が掲

げられていません。実施計画であれば目標が明確

になって当然ですが、特に数値目標になっていな

い部分が多く、市民にはわかりにくい計画である

と思います。まずは、市民に見える活動となるよ

う提言していきたいと考えます。

私の考え

中津川市総合計画（前期事業実施計画） 目標を明確にした取り組みを！（一般質問要旨）

中津川市総合計画の平成27年度から平成30年度

までの前期事業実施計画が策定されました。将来都市

像である「活気あふれるまち中津川」を実現するため、

世界に向けて情報発信する（観光）・便利に暮らせる

（基盤整備）まち等を掲げています。

６月定例会の一般質問で、観光・基盤整備事業につ

いて質問しました。

質問：上水道の耐震化計画を伺う。

回答：平成 35 年度までに管路施設の耐震化率向

上を目指します。

上水道

事業

・4.6％⇒5.8％（L=8.32km）

・中津川地区の恵下第 2 配水池の耐

震改築工事を行います。

簡易水道

事業

・5.9％⇒8.8％（L=16km）

・加子母地区（塞ノ神配水池）の緊

急遮断弁設置工事を行います。

質問：リニア開業を見据え、市内各地にある観光

資源の磨き上げを行うとありますが、どこに重点

を置き磨き上げるのか伺う。

回答：リニア駅を拠点として、一つは、現在、広

域連携を行っている下呂市へ向かう国道 257 号

沿線、もう一つは、木曽観光連盟という広域連携

の中で、木曽へ向かう中山道沿線の観光資源の磨

き上げにとりわけ力を入れている。

コメント：磨き上げる方法は、施設や設備を充実

すること（ハード面）と人が関わる（ソフト面）

ことがあります。まず市民が名所・伝統文化・芸

術等に触れるしくみ（ソフト面）を作ることが重

要と考えます。

質問：道路新設改良工事の具体的な内容を伺う。

回答：青木斧戸線などの幹線道路 26 路線、生活

道路の整備 22 路線、合わせて 48 路線を前期（４

年）計画としています。
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中津川市総合計画（一部抜粋）

●将来都市像

「かがやく人々 やすらげる自然

活気あふれる 中津川」

●前期・中期・後期で各 4 年、計 12 年間で計画

※詳細は中津川市ホームページをご覧ください。

暑中お見舞い申し上げます。
2015 年４月に 2 期目の中津川市政に送り出していただき、３ヵ月が過ぎました。初心を忘れる

ことなく、これからもしっかりと皆様のご期待にお応えできるよう頑張ってまいります。
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平成 27 年度６月定例会トピックス（一部抜粋）

本定例会に報告２件、条例４件、人事４件、その他５件、補正予算２件の合計 17 件が提案されました。

慎重審議を行なった結果、１件不採択、16 件承認されました。

【補正予算】〔概要〕（全会一致可決）

補正を行なう会計

一般会計 特別会計 合計

69,714千円 １,450千円 71,164千円

①国・県補助金獲得に伴う事業

◇行政改革推進事業 13,960 千円

道の駅「賤母」を中心とした地方活性化と地域コ

ミュニティの再生、第三セクターの運営形態の検討

及び施設老朽化対策を実施。

◇老人福祉施設等整備事業 30,000 千円

NPO 法人ぎふ村が建設する「地域支え合いセンタ

ー」（茄子川）に対して補助金を交付。

◇土地改良整備事業 14,000 千円

受益面積 0.5ha 未満の未点検農業用ため池点検。

381 箇所のうち 125 箇所。残りは平成 28 年以降。

◇公民館総務事業 1,200 千円

山口公民館の太陽光発電等工事詳細設計を実施。

②寄附金を財源とする事業

◇総合防災対策事業 300 千円

■意 向：防災備品購入
■寄附者：有限会社ミヤギ産業 様（石巻市）
■使 途：発電機・投光器・コードリール 各 4 個

◇小学校教育充実事業 100 千円

■意 向：図書購入（苗木小学校）
■寄附者：上田 雅和 様
■使 途：図書

◇中学校教育充実事業 120 千円

■意 向：市立学校図書購入
■寄附者：富士通テンマニュファクチュアリング㈱
■使 途：市内 12 中学校図書購入

③緊急対応が必要な事業

◇マスタープラン推進事業 1,850 千円

市有財産運用管理マスタープラン実施計画におい
て民間譲渡できる見込みとなった施設について、譲
渡に必要な分筆・取り壊し等を実施。

◇斎場維持管理事業 2,484 千円

蛭川火葬場廃止に伴い、汚染物質調査の分析や詳
細設計等を実施。

◇国民健康保険事業会計（直診勘定）繰出金 1,080 千円

川上診療所の医療機器に対し、不足する財源を一
般会計から繰り出す。

◇消防団活動事業 4,620 千円

消防団員に退職報償金を支給。（団員：15 名）

◇川上医科機械器具費（国民健康保険事業会計）1,080 千円

新たな心電計を購入。

◇阿木医科機械機器費（国民健康保険事業会計）370 千円

医療機器（在宅酸素機器）一式を借り上げ。

※詳細は中津川市ホームページをご覧ください。

【条例】

●中津川市ふるさとづくり寄附条例及び

中津川市景観条例の一部改正（全会一致可決）

中津川市総合計画の将来都市像を実現するため文

言を改正。

●中津川市博物館等の設置等に関する

条例等の一部改正（全会一致可決）

中津川市青邨記念館の取壊し及び熊谷守一記念館

の名称を変更。

●中津川市火葬場の設置等に関する

条例の一部改正（全会一致可決）

蛭川火葬場を廃止するため条例の一部を改正。

・・・・・文教民生委員会での質疑・・・・・

Q：中津川市火葬場の現状を伺う。

A：１日の処理能力は 8 件。年間 644 件で 1 日平

均 1.8 件となっています。

Q：蛭川から払い下げの要望が出ていると聞くが。

A：要望は出ているが、具体的な話になっていない。

Q：焼却炉等を壊す毎に汚染物質等の調査をしなけ

ればならないか。

A：毎回調査が必要です。

以上の質疑を経て委員会では可決となりました。

●中津川市間ノ根観光栗園等の設置に関する

条例の制定（全会一致可決）

中津川市の特産品である「栗」を宣伝するため観

光栗園と「市民の森」を整備。

●工事委託に関する協定の締結 （全会一致可決）

中津川市浄化管理センターの寿命化計画により機

械・電気設備を改築更新する。

協定額：３億 9,900 万円

契約先：日本下水道事業団

●市道路線の認定・変更【坂本地区】（全会一致可決）

認定：287 号線 変更：168・193 号線

●安保法案の廃案を求める意見書に関する請願

（賛成少数不採択）

●地方財政の充実・強化を求める意見書【議員提案】

（全会一致可決）

蛭川火葬場
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リニアコーナー

岐阜県リニア中央新幹線活用戦略研究会の岐阜県駅周辺整備基本計画をご紹介します。

リニア中央新幹線対

策特別委員会（平成２７

年６月３０日開催）で、

今後の駅周辺整備基本

計画の進め方は、各施設

の整備主体を決定して

いくとともに、専門家や

地域住民の意見等を踏

まえながら具体的かつ

総合的な検討を行う概

略設計を進めていくと

示されました。

また、JR 東海等との

協議や都市計画との調

整を図り、有効な土地利

用や機能的な交通結節

施設の検討を行ってい

くとの考えです。

駅周辺道路及び駅前広場の整備

≪駅周辺整備の基本方針≫

１．岐阜県の東の玄関としての駅・「清流の国ぎふ」を感じさせる駅

２．コンパクトかつ交通結節機能を重視した駅

３．利便性に優れた駅

４．にぎわいのある駅
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「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

ご意見・ご要望をお待ちしています！

２日（木）議会報編集委員会

４日（土）東濃５市議員（春秋会）打合せ

５日（日）八幡神社）月次祭

苗木新谷区）市政報告会

６日（月）防災講演会

８日（水）労働者福祉協議会中恵支部）総会

９日（木）南小学校引渡し訓練（防災）

苗木財産区役員との意見交換会

1１日（土）電機岐阜）労使会議

1２日（日）東濃総体（サッカー）

1３日（月）交通安全街頭啓発

所管事務調査（文教民生委員会）

1４日（火）議員連絡協議会

富士通テン協力会）総会

1６日（木）連合岐阜）推薦議員団会議

1７日（金）全富士通労働組合連合会）定期大会

苗木区長会との懇談会

2２日（水）市政報告会（富士通テン）

2３日（木）連合岐阜との情報交換会

2４日（金）富士通労働組合）定期大会

2５日（土）ミニ集会

2７日（月）議会改革特別委員会（協議会）

2９日（水）８区役員会

うっしーのひとりごと 上水道のしくみを知っていましたか？

中津地区（松田）で市民から市道の路肩が崩れて

私有地に土砂が流れ込んでくるとの連絡がありま

した。現地確認を行い区長さんと連携して改善させ

て頂きました。引き続き雨水対策を依頼していきま

す。

７月の予定改善コーナー

●上水道について

上水道 ：給水人口が 5,001 人を超えた公共的な施設で、一般的に

水道と呼ばれている。

簡易水道：給水人口が 100 人を超え 5,000 人以下

●中津川市はどこから給水されているか？

牧尾ダム（落合ダム）※昭和 46 年、東濃上水道用水供給事業として創設

●給水対象市町（創設当時）

中津川市・恵那市・瑞浪市・土岐市・多治見市・笠原町

●給水人口：32 万 9,５00 人

●事業費：241 億円

●上水道料金：岐阜県東部上水道用水供給事業への受水費が反映された

料金となっています。

※現在は、東濃上水道用水供給事業と加茂上水道用水供給事業が統合

され岐阜県東部上水道用水供給事業となっています。

給水対象市町は、７市４町（５２万人）

右表は、岐阜県東部上水道用水供給事業給水対象市の料金一覧

給水対象市の料金一覧

市名 上水道料金（円）

中津川市 3,34８

恵那市 3,656

瑞浪市 3,834

土岐市 3,834

多治見市 3,110

美濃加茂市 3,780

可児市 3,434

※口径 13mm・使用量 20m3 を使用

した場合の月額（税込み）料金


