
請願・陳情 

請
願 

フクシマを繰り返さないために伊方原発の再稼働を認めないことを求める請願 継続審査 

「特例水準の解消」の名による年金削減の中止を求める請願 不 採 択 

特定秘密保護法の制定に反対する意見書決議を求める請願 不 採 択 

陳
情 

「四国中央市人権対策協議会の補助金」に関する陳情 継続審査 

中小業者の家族従事者の人権保障のため「所得税法第56条の廃止を求める意見書」の採択を求める陳情 継続審査 

日本政府が、事実にもとづく歴史認識を国内外に表明することを求める陳情 継続審査 

伊方原発の再稼働を認めないことを求める陳情 継続審査 

住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める陳情 継続審査 

介護職員の処遇改善を求める陳情 継続審査 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める陳情 継続審査 

「四国中央市人権対策協議会の補助金」に関する陳情 継続審査 

ＴＰＰ断固反対に関する陳情 採  択 
 

議会改革調査特別委員会の取り組み 
 四国中央市議会では、平成22年に議会改革調査特別委員会を設置し、議員定数や情報公開、議会活性

化策などについて議論しており、平成25年２月には、全国的にも議会改革の先進市議会である京都府亀

岡市議会の議長を講師として招き、全議員が議会改革の取り組みについてご教授をいただいたほか、四

国中央市議会が今後取り組むべき方向性などについて意見交換を行いました。 

 そのような中、議会改革調査特別委員会では、議会運営や議案の議決状況などを市民の皆さんにご報

告する議会報告会や二元代表制の一翼を担う市議会のより一層の機能強化のために、下記のような事項

について今後議論を進めていく予定です。 

 １．住民から直接意見を聞くことができる議会報告会の開催について 

 ２．問題を多角的複眼的に検討することができる議員間討議の実施について 

 ３．論点が明確になる一問一答方式の導入や執行機関への反問権（執行

機関から議員に質問できる権利）の付与について 

 ４．行政全般に対して報告や説明を求めることができる代表、一般質問

時間の検討について 

 ５．その他必要と思われる事項について 
 

四国中央市議会議員政治倫理条例 
 本条例は、議員の政治倫理を確立し、地方自治の本旨にのっとり、市民の代表者として市政に携わる

機能と責務を深く自覚するとともに、市民の信頼に値する倫理的義務を負うことを認識し、公正で開か

れた民主的な市政発展に寄与することを目的として、平成23年４月１日から施行されています。 
 

議員名簿（議長・副議長・委員会）  

          議 長  山本 照男    副 議 長  谷内  開      ◎委員長 ○副委員長 

常 任 委 員 会 特 別 委 員 会  

総務 
◎越智  滋 
○後藤 光雄 
 大野  勝 
 三好  平 
 篠永 誠司 
 山本 照男 
 石津千代子 

 

教育厚生 
◎苅田 清秀 
○石川  剛 
 国政  守 
 宇髙 英治 
 原田 泰樹 
 西岡 政則 
 三谷つぎむ 

 

環境経済 
◎飛鷹 總慶 
○三宅 繁博 
 河村 郁男 
 谷内  開 
 井川  剛 
 青木 永六 

 
 

建設水道 
◎吉田善三郎 
○山川 和孝 
 眞鍋 幹雄 
 谷  國光 
 曽我部 清 
 石川 秀光 

 
 

行政改革調査  
◎河村 郁男 
○大野  勝 
 三好  平 
 三宅 繁博 
 篠永 誠司 
 井川  剛 
 谷  國光 
 曽我部 清 

議会改革調査  
◎宇髙 英治 
○国政  守 
 後藤 光雄 
 山川 和孝 
 苅田 清秀 
 吉田善三郎 
 青木 永六 
 西岡 政則 

暮らしやすいまちづくり調査  
◎石津千代子 
○眞鍋 幹雄 
 石川  剛 
 原田 泰樹 
 飛鷹 總慶 
 石川 秀光 
 越智  滋 
 三谷つぎむ 

議会運営委員会  
◎曽我部 清 
○越智  滋 
 篠永 誠司 
 吉田善三郎 
 宇髙 英治 
 青木 永六 
 飛鷹 總慶 

 

      四国中央市議会 

第３回 議会報告会 

平成26年２月７日（金）午後３時30分～（福祉会館４階多目的ホール） 

  １．開会 

  ２．議長あいさつ 

  ３．議員自己紹介 

  ４．市議会の役割について 

  ５．議会改革調査特別委員会の取り組みについて 

  ６．12月定例会報告 

    ○総務委員会   ○教育厚生委員会 

    ○環境経済委員会 ○建設水道委員会 

    ○請願・陳情 

  ７．質疑・応答 

  ８．閉会 

 

四国中央市議会の役割 
 市役所は、福祉や教育、上下水道など市民生活に密着した仕事をしています。このため、市民の意見

が市政に反映されなければなりません。 

 市を住みよいまちにしていくためには、市民が自ら考え、話し合い、問題を解決していくことが最も

望ましい姿です。 

 しかし、市民全員が集まって話し合うことは実際には不可能です。そこで、選挙によって市民の代表

者である「市議会議員」と「市長」を選び、市民に代わって市政を運営しています。 

 市議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成され、市長が提案する事業計画や予算、条例案などを

市民の立場で決定する議事機関、また適正な事務執行を行っているかを市民の目線でチェックする監視

機関としての役割があります。 

 市長は市議会の決定に沿って施策を実施することになり、市議会と市長は独立・対等な立場で、お互

いにけん制・協力し合って、よりよい市政の実現を目指しています。 

 現在の四国中央市議会は、議員定数が26名で、議員の任期は平成24年11月28日から平成28年11

月27日までの４年間です。 

 議長と副議長は、議員の中から選ばれ、議長は市議会を代

表する最高責任者であり、議場の秩序を保ち、議事を整理し、

議会の事務を処理します。副議長は議長に事故があるとき、

または欠けたときに議長の代わりに職務を行います。 

 そして、市議会の運営を円滑に進めるために、議会には議

会事務局が置かれています。議会事務局では、定例会、臨時

会、委員会等の運営の補助や議会活動に必要な調査、会議録

の作成、議会だよりの発行などの事務を行っています。 

四国中央市マスコットキャラクター 

『しこちゅ～』 
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総務委員会 
 

○消費税率等の引上げに伴う関係条例の整備等について［所管分］ 
４月１日より消費税が５％から８％に引き上げられることに伴い条例を整備する。この条例の整備

より引上げられる使用料等は、水道使用料・下水道使用料・ケーブルテレビ利用料・工業用水使用

料・埋立地への廃棄物最終処分手数料等である。 
 

○四国中央市基金条例の一部を改正する条例について 
地域経済の活性化及び雇用の創出を図るための事業の資金に充てるため、「四国中央市地域の元気臨

時交付金基金」を設置する。 
 

○平成25年度 四国中央市一般会計補正予算（第７号）［所管分］ 
 ・地域の元気臨時交付金基金積立金 ４億円 

 ・生活交通バス路線維持・確保対策事業補助金 2,231万円 

 ・財政調整基金積立金 ６億円 
 

○愛媛県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数 

の減少及び組合規約の変更について 
 

○愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体から 

脱退に伴う財産処分について 
 

○愛媛県市町総合事務組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分について 
上記の３議案については、一部事務組合である愛媛県市町総合事務組合の構成団体が脱退すること

に伴い、地方自治法の規定により構成団体である当市議会で議決したものである。 

教育厚生委員会 
 

○平成25年度 四国中央市一般会計補正予算（第７号）［所管分］ 
 ・小学校施設耐震化事業 5,350万円 

   耐震指標［Ｉｓ値］0.3未満のものから、順次、耐震補強工事を行っており、今回は全体計画によ

り平成26年度までに完了する必要がある妻鳥小学校北校舎及び松柏小学校北校舎の耐震補強を実

施するための工事請負費。 
 

※Ｉｓ値…建物の強度や粘りに加え、その形状や経年状況を考慮した耐震指標。市内小中学校の耐

震化率は、平成25年12月１日現在で77.5％。 
 

 ・長津公民館新築事業 550万円 

   平成25年６月11日から平成26年３月31日までの工期で行われており、平成26年４月１日から新し

い施設での業務開始に向け、必要な備品類等の整備を行うための備品購入費。 

 ・障害者福祉費（障害福祉サービス事業） 9,641万円 

   自立支援法の改正に伴い、自立へ向けたよりきめ細かなサービスの提供が受けられるようになっ

たことなどにより、障害サービス給付費の大幅な増加に対応するための扶助費。 

 ・保育所費（私立保育所運営負担金） 3,077万円 

   私立保育所における受入園児数の増加（23名）等に伴う運営費の増加に対応するための負担金。 
 

○平成25年度 四国中央市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号） 
 

○平成25年度 四国中央市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 
 

○平成25年度 四国中央市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

環境経済委員会 
 

○四国中央市墓地条例の一部を改正する条例について 
県道上分三島線の拡幅工事に伴う墓地移転に応えるため、赤橋墓地を３区画整備する。 

 

○四国中央市工場立地法第４条の２第２項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について 
工場の新増設を促進するため、工場立地に係る緑地面積率等の規制緩和区域を拡大する。 

 

○平成25年度 四国中央市一般会計補正予算（第７号）［所管分］ 
・浄化槽設置整備事業   344万円（15基分の追加） 

・新規就農総合支援事業    75万円（最長５年、年間150万円、最大750万円） 

・流域育成林整備事業   382万円（造林、下刈り、間伐など） 
 

○平成25年度 四国中央市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 
歳入・歳出ともに２億1,800万円の補正で、累計104億5,300万円となる。 

 

○平成25年度 四国中央市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号） 
 

○公の施設の指定管理者の指定について 
新宮観光交流施設「霧の森」「霧の高原」「霧の森交湯～館」の指定管理者を株式会社やまびこに指

定する。（平成26年４月１日～平成31年３月31日の５年間） 
 

☆請願・陳情 
「特例水準の解消」の名による年金削減の中止を求める請願［不採択］ 

ＴＰＰ断固反対に関する陳情［採択］ 

建設水道委員会 
 

○消費税率等の引上げに伴う関係条例の整備等について［所管分］ 
 

○四国中央市営住宅条例の一部を改正する条例について 
  同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力（ドメスティック・バイオレンス）によ

る市営住宅入居資格要件の緩和 
 

○平成25年度 四国中央市 

一般会計補正予算（第７号）［所管分］ 
 ・市単河川改良事業 650万円 

  宮川（川之江八幡神社亀嶋付近）の土砂を取り除く工事 

 ・市単道路改良事業 1,900万円 

 市道寒川豊岡線の大地橋橋梁下部改修工事 
 

○平成25年度 四国中央市港湾上屋
うわや

事業特別会計補正予算（第１号） 
 ・港湾上屋整備事業 4,200万円（大江にある上屋２号及び４号の屋根の防水工事） 
 

○平成25年度 四国中央市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 
 ・下水道事業費受益者負担金（歳入） 320万円（川之江処理区 110万円、三島処理区 210万円） 
 

○平成25年度 四国中央市水道事業会計補正予算（第２号） 
 

○平成25年度 四国中央市簡易水道事業会計補正予算（第１号） 
 

○平成25年度 四国中央市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

 

生活交通バス 

宮川(川之江八幡神社亀嶋付近) 
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