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２０１７.１ 

謹んで新年のお喜びを申し上げます。  安心・安全・あたたかい 中津川市 
 
旧年中は、皆様に何かとご支援を賜り、感謝申し上げます。 
ありがとうございました。 
本年は、すでに議員生活 7 年目を迎えます。中津川市の課題は、山積して 
おり、優先順位（メリハリ）を見える化し、限られた資源を有効に活用で 
きているのか、市民目線で提言していきたいと思います。 
本年も何卒一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

                           平成 29 年 元旦 

中津川市 議会改革の取り組みについて 

１．なぜ議会改革が必要なのか？ 

各自治体の議会で何が行われているのか、分

からない人が多いと思います。例えば、少子高

齢化・経済状況の悪化に伴い自治体の財政状況

が厳しさを増していくなかで、地方議会の役割

の一つとして、行政機関を監視する機能があり

ます。しかし、その「動きが市民に見えてこな

い」等、指摘されています。これらを改善し、

議会の役割を見直すため「議会改革」は必要で

あり、各自治体での取り組みが広がっています。 

２．中津川市議会の取組み 

中津川市議会は約８年前から、議会改革に向

けた議論を行い、議会改革特別委員会を設置し

ています。主な取組みを紹介いたします。 

（１）「市議会だより」の発行 

 以前は、広報「なかつがわ」の中で情報発信

をしていましたが、さらに詳細な内容を市民の

みなさんに丁寧に伝えるため、３年前から年４

回発行しています。編集は、議会報編集委員会

を設置して行っており、市民のみなさんからも

「分かりやすくなった」というご意見をいただ

いています。 

 

 

 

 

（２）「市民と議会の対話集会」を開催 

 市民のみなさんの意見を的確に把握するため、年

１回の対話集会を開催しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他の取組み 

①本会議・各委員会のインターネット配信 

②議案に対する賛否（各議員）の公開 

③請願者・陳情者による趣旨説明の導入 

④議場の改修（モニター設置） 

⑤政務活動費の公開（領収書含む） 

３．議会改革のポイント 

住民に対して：情報公開・多様な民意の集約等 

市長に対して：監視と議案審議の向上・政策評価等 

議員に対して：自由討論の活性化・政策形成等 

  

議会改革の基本は、議員が日頃より情報発信し

市民の意見を把握することに努めることだと考

えます。今後、さらに行政運営に対し監視機能と

提言機能を強化していくため、「対話集会」でい

ただいた貴重な意見を精査するとともに「議会改

革のポイント」を意識して、活動していきたいと

思います。 

 

私の考え 

 

 

市民と議会の対話集会 主な意見･要望 H28.11｡7～9   

◆議会関連◆ 

意見：若い世代が候補者となれるよう議員報酬を

上げるべきではないか。それとも大変厳し

いが、昼間働いて生活費を稼ぎ、議会を夜

間に開催するという方法なども検討する必

要があるのではないか。 

回答：中津川市では、昨年の市議選において定数

を２４人から２１人にしました。議員活動

をすればするほど歳費がかかる訳であり、

若い方の芽を摘まないためには、多治見市

程度の報酬が必要と考えます。 

感想：議会だよりは、ここ数年とても見やすくな

り議会がとても苦しい思いをしていること

も伝わり、親しいものに感じてきた。 

 対話集会でいただいた意見をご紹介します。（抜粋） 

 詳細は、中津川市ホームページの市議会をご参照

願います。 

◆新衛生センター◆ 

質問：衛生センターを建設するとのことですが、

どこに造るか等、詳しく教えて下さい。 

回答：建設場所は、福岡の松下橋近くの谷に沿っ

た山林で、浄化センターの対面に建設しま

す。詳細設計は、まだ執行部から提示されて

いません。これから執行部からの詳細説明を

受けて審査していきます。 

◆病院関係◆ （意見/要望） 

・坂下病院を現状のまま続けて下さい。医師不足

は、行政の責任であり住民のせいにしないで、

病院事業部は医師確保の部署を作って責任を全

うして下さい。 

・議員個人個人の考えがある事がわかった。本当

に心から住民側の立場で考えてほしいです。 

・適正価格の見直しを図り、自分たちの身を切っ

て財源を拠出、医師確保や病院経営を考えてい

くことはできないでしょうか。 

・初診者（初受診）には、市民病院での受付の仕

方がわからない。分かり易くして貰いたい。 

◆対話集会◆ （意見/要望） 

・質問・要望が多岐に渡っており、焦点を絞って

対話集会をしてはどうか。 

・市政懇談会と違い、話しが出来てよかった。 

・今までより一方通行の対話でなく、議員の意見

が聞けてよかった。 

・年に 2 回の実施を望む。 

◆リニア関係◆ （意見/要望） 

・リニアに関連した事業が多岐に渡っています。
（土地区画整理・都市間連絡道路・濃飛横断道路等） 

新しくなる/便利になるのは大変よい事ですが 

それらの事業に関連した工事計画が全く見え

てきません。いつから、どんな期間で、どんな

工事を行うのか、工事車両はどの道路を使用す

るのか等が知りたいです。 

・濃飛横断道路に伴い下呂までの一般道の整備促

進を望む。 

 

～行政の施策に正解はない～ 

対話集会の意見・要望を見ると地域、性別、年

代、職業、家庭環境等によっても考え方の違いが

あります。 多岐に渡る考えをどうまとめいくか

が課題であり、市民への情報展開と「現地」「現

物」「現実」を把握して民意を集約していきたい

と思います。 

 

うっしーのひとりごと 

1 日（日）八幡神社 元旦祭 

5 日（木）出初式／中津分団・苗木分団新年会 

6 日（金）商工会議所新年懇談会 

8 日（日）成人式 

1１日（水）全富士通労連）労使フォーラム 

13 日（金）連合岐阜）推薦地方議員団会議 

連合岐阜）新春の集い 

1４日（土）電機連合岐阜地協）新春の集い 

2３日（月）東濃サッカー協会理事会 

2４日（火）行政視察（市民クラブ）～26日 

富士通テン協力会）賀詞交歓会 

２8 日（土）ミニ集会（中央公民館） 

２9 日（日）８区役員会 

１月の行事 

 

「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 
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12月定例会トピックス：ごみ処理手数料の有料化/坂下病院について・リニア中央新幹線について 

ごみ処理手数料の有料化 

坂下病院は、どうなるの？ 

 

リニア中央新幹線について 

 

 
 リニア中央新幹線が開通するまであと１０年と

なりました。岐阜県駅周辺と道路整備計画について

ご紹介します。出典：岐阜県リニア中央新幹線活用戦略研究会 

 
現在の１袋

販売額 

改正後の１袋

販 売 額    

（手数料） 

家庭系可燃（大袋） 17.33円 45円 

家庭系可燃（中袋） 13.00円 30円 

家庭系可燃（小袋） 10.40円 18円 

家庭系不燃（大袋） 26.00円 45円 

家庭系不燃（中袋） 21.67円 30円 

家庭系不燃（小袋） 17.33円 18円 

 
現在の処理

費用負担額 

改正後の処理

費 用 負 担 額

（手数料） 

家庭系大型ごみ（持込） 

家庭系大型ごみ（収集） 
0円 

100円/10kg 

500円/個 

事業系廃棄物 90円/10kg 100円/10kg 

 

 中津川市は、１人１日あたりに排出するごみの量

が県内で最も多い状況です。平成 26年度「ごみ減

量検討市民会議」より、ごみ減量/資源化施策とし

てごみ処理手数料の有料化の提言を受けました。 

ごみ処理手数料を定め、ごみの排出者の費用負担

の公平性の確保・処理費用の確保等を図ります。 

１．市民への影響：負担額の試算（大袋） 

家庭系可燃ごみ 

袋使用枚数/月 

現在負担額 

有料化導入後

（月） 

負 担 増 額

（年） 

4枚＝ 69円 180円 1,332円 

8枚＝ 139円 360円 2,652円 

家庭系不燃ごみ 

袋使用枚数/月 

現在負担額 

有料化導入後

（月） 

負 担 増 額

（年） 

1枚＝ 26円 45円 228円 

2枚＝ 52円 90円 456円 

２．他市の状況 

 多治見市 恵那市 中津川市 

可燃・不燃

ごみ（袋大） 
50円/枚 32.4円/枚 45円/枚 

大型ごみ 

（持込） 

100円 

/20kg 

259円 

/100kg 

100円 

/10kg 

大型ごみ 

（収集） 
- 500円/個 500円/個 

３．施行期日  
平成 29年 4月 1日  
家庭・事業系大型ごみ 

平成 29年 8月 1日  
家庭系可燃・不燃ごみ 

 事業系一般廃棄物（大型ごみ除く）、産業廃棄物 
 

 

東濃東部都市間連絡道路  

１．経緯 市民病院と国保坂下病院のあり方につい

ては、７年前より検討されてきましたが、合併当時

と変わらない状況が続いていました。 

～病院を取り巻く環境が大きく変化～ 

①深刻な医師不足 

中津川市民病院の医師数推移 

坂下病院の医師数推移 

②経営状況の悪化と資金不足 
２病院合計（億円） ※病院営業及び設備投資に係る損

益繰入金（補助金）を毎年１０億円以上もらっているが、そ

れでも大きな損失となっています。 

 

 

 

 

 

 

２．坂下病院の方向性 

 ～入院と外来機能は残し、急性期病床を 
市民病院に集約する～ 

 両院を現状のままで継続することは困難で、機

能を見直す必要があるとの見解が出されました。 

 当初は坂下病院の入院機能を市民病院に集約す

る案としていたが、入院と外来機能は残し、急性

期病床を市民病院に集約する方針となりました。 

 若干の進展はありましたが、経営状況の改善（医

師確保等）が急務で、市民もどのような協力がで

きるのか意識していく必要があると考えます。 

有料化の費用効果（約２億

円）もありますが、不法投棄問

題など、デメリット面について

注視する必要があります。 
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 リニア岐阜県駅と中津川駅を結ぶ新たな道路を計
画し、観光客やリニア利用者の利便性を高めます。 

出典：地元説明会用計画平面図 

  

 

 


