
その他の議案 
 

○平成25年度四国中央市一般会計補正予算（第５号） 

○消防・防災センター（仮称）建築・機械設備工事請負契約の締結について 

○消防・防災センター（仮称）電気設備工事請負契約の締結について 

○消防・防災総合システム整備工事請負契約の締結について 

○長津公民館新築工事（建築・機械設備工事）変更請負契約の締結について 

○平成24年度四国中央市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について 

○平成24年度四国中央市水道事業会計決算、四国中央市簡易水道事業会計決算 

 及び四国中央市工業用水道事業会計決算の認定について 
 

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、本年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。 
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       四国中央市議会 

議 会 報 告 会 

平成25年11月６日（水）午後２時～（市民会館川之江会館） 

 

  １．開会 

  ２．議長あいさつ 

  ３．議員自己紹介 

  ４．常任・特別委員会の概要について 

  ５．９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 

    ・その他の議案 

  ６．質疑・応答 

  ７．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～』 



総務委員会 
 

○四国中央市 税条例の一部を改正する条例について 
 

○四国中央市 火災予防条例の一部を改正する条例について 
 

○平成25年度 四国中央市 一般会計補正予算（第４号）［所管分］ 
 ・市民文化ホ－ル建設事業 １億1,800万円 

   川之江・三島両会館を総合整備し、新たな市民文化ホ－ルを

建設するもので、工事着手に向け本年度分の本体工事費。 

 ・災害対策施設整備事業 721万円 

   災害時における緊急連絡体制を確保するため、孤立地区の衛

星携帯電話の電源確保策としてカセットボンベ式発電機を整

備するとともに、自主防災組織等の一層の強化を図るため、

折りたたみ式リヤカ－40台、バンド仕様のしょいこ（背負い式

避難具）80式を整備する。 

 ・市発足10周年記念事業 72万円 

   市のキャラクタ－「しこちゅ～」を活用したポケットティシュ・シ－ル・ステッカ－を製作する。 

 ・ネットワ－ク施設整備及び情報システム構築事業 600万円 

 ・防犯灯設置費補助金 250万円 
 

◇24年請願第６号 ＭＶ－22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択について

の請願 

◇25年陳情第１号 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 

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４号）［所管分］ 
 ・救急医療対策事業（小児救急医療維持確保事業補助金） 629万円 

   小児２次救急医療については、現在東予東部３市の４医療機関が輪番

制でその対応に当たっており、当市では四国中央病院がその役割を担

っている。これは、四国中央病院に対し、小児救急医療維持確保のた

め、当直手当等の３分の２を補助するものである。 

 ・在宅医療推進事業（在宅医療推進事業補助金） 631万円 

   当該補助金は、ＨＩＴＯ病院内在宅医療連携拠点センターに対し交付するものである。当該セン

ターは、平成24年度に厚生労働省よりモデル事業に指定されており、医療現場と介護現場の連携

体制の構築を図るもので、補助対象経費は、人件費や需用費、備品等で全額県補助である。 

 ・地域ケア会議活用推進等事業 49万円 

   地域ケア会議は、平成27年度からの運営が義務づけられており、地域で困っている高齢者を、医

療機関や介護事業者、自治会、ボランティアなど地域の総合力で支えていく組織づくりを行う。 
 

○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２号） 
 ・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 110万円 

   要介護者を除く65歳以上の方2,000人を無作為に抽出し、生活状況や健康状態について、アンケー

ト調査を行い、高齢者のニーズを把握し、平成27年度からの介護保険第６期計画に生かす。 
 

○延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備について［所管分］ 

 

◇24年陳情第２号 「四国中央市人権対策協議会の補助金」に関する陳情 

◇25年陳情第４号 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 

環境経済委員会 
 

○延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備について［所管分］ 
 

○四国中央市 手数料条例の一部を改正する条例について 

これまで無償で行っていた地籍調査の成果等の交付について、平成26年４月１日より受益者負担

の原則という観点から、交付手数料１件につき300円の交付手数料を徴収する。 
 

○平成25年度 四国中央市 一般会計補正予算（第４号）［所管分］ 

 ・ボランティアガイド人材育成事業 100万円 

ボランティアガイドの登録目標を50名とし、３回のガイド研修を実施するものである。その内容

は、10月に交流事業として仁尾なつかし味めぐり、11月に土佐街道での実地研修、来年の１月に

ガイドについての座学研修を予定している。 

 ・太陽光発電設備設置補助事業 1,200万円 

地球環境の保全及び環境保全意識の高揚を図り、環境にやさしいまちづく

りを推進するため、住宅用太陽光発電システムを設置した場合に補助金を

交付するもので、設備設置者の急増に対応するため当初予算と同額の補助

金を追加計上する。 
 

○字の廃止について 
地籍調査事業を円滑に推進するため、川之江地域及び伊予三島地域の一部の字を廃止する。 

金生町山田井・同乙・川滝町下山・同乙・同丙・川滝町領家・同乙・金砂町小川山・同乙・ 

金砂町平野山・同乙・富郷町寒川山・同乙・富郷町豊坂・同乙・同丙・富郷町津根山・同乙 
 

◇24年請願第５号 脱原発と再生可能エネルギーへの転換を求める請願 

建設水道委員会 
 

○延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備について［所管分］ 
   市営住宅家賃、コミュニティ住宅家賃などの延滞金の負担軽減 
 

○平成25年度 四国中央市 一般会計補正予算（第４号）［所管分］ 

 ・道路維持・修繕費（今後の住民要望予算） 2,000万円 

 ・市単道路改良工事（市道塩谷馬場線舗装改良等） 500万円 

 ・市単河川改良工事（東町川［宮の谷］） 250万円 

 ・公園長寿命化計画策定調査業務 2,200万円 

   公園施設の整備補助を受けるために必要な計画策定業務 
 

○平成25年度 四国中央市 

 下水道事業特別会計補正予算（第２号） 
 ・資本費平準化債の財源更正 3,600万円 

 ・下水道建設工事費 1,256万円 

   住吉地区（川之江）、大町地区（三島）など 
 

○平成24年度 四国中央市 水道事業会計剰余金の処分について 
 ・平成24年度未処分利益剰余金を減債積立金へ ３億9,100万円 
 

○平成24年度 四国中央市 工業用水道事業会計剰余金の処分について 
 ・平成24年度未処分利益剰余金を減債積立金へ ７億2,400万円 

 

市民文化ホール完成予定図 

伊予三島運動公園 


