
       四国中央市議会 

議 会 報 告 会 

平成25年８月２日（金）午後３時～（土居公民館） 

 

    １．開会    ２．議長あいさつ    ３．議員自己紹介 

    ４．議会の役割について 

    ５．常任・特別委員会の概要について 

    ６．６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 

    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。 

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。 

 

議員名簿（委員会） ◎委員長 ○副委員長 

議長：宇髙 英治 副議長：石津千代子 

常 任 委 員 会 

総務委員会 

◎谷内  開 

○西岡 政則 

 三好  平 

 後藤 光雄 

 山川 和孝 

 宇髙 英治 

 越智  滋 

教育厚生委員会 

◎吉田善三郎 

○石川 秀光 

 石川  剛 

 眞鍋 幹雄 

 山本 照男 

 原田 泰樹 

 三谷つぎむ 

環境経済委員会 

◎苅田 清秀 

○飛鷹 總慶 

 大野  勝 

 井川  剛 

 青木 永六 

 石津千代子 

 

建設水道委員会 

◎曽我部 清 

○河村 郁男 

 国政  守 

 三宅 繁博 

 篠永 誠司 

 谷  國光 

 

    議会運営委員会 特 別 委 員 会 

議会運営委員会 

◎篠永 誠司 

○山本 照男 

 吉田善三郎 

 飛鷹 總慶 

 曽我部 清 

 越智  滋 

 三谷つぎむ 

行政改革調査特別委員会 

◎飛鷹 總慶 

○三宅 繁博 

 国政  守 

 三好  平 

 山川 和孝 

 河村 郁男 

 曽我部 清 

議会改革調査特別委員会 

◎山本 照男 

○吉田善三郎 

 大野  勝 

 後藤 光雄 

 谷内  開 

 苅田 清秀 

 青木 永六 

 



総務委員会 
 

○平成25年度 四国中央市 一般会計補正予算（第２号）所管分 
 ・市民文化ホール建設事業 940万円 

   市民文化ホール建設に係る周辺建物等事前調査業務及び電波障害調査業務委託料 

 ・常備消防施設整備事業 5,612万円 

   消防車両更新計画に基づき、本署に配備している老朽化した

現水槽付きポンプ自動車を効果的な消火活動が期待される災

害対応特殊水槽付き消防ポンプ自動車に更新するための経費 

 ・消防防災センター(仮称）建設事業 15億8,670万円 

   防災力の強化や危機管理体制の充実、公共施設の統廃合等を

推進するため、三島会館跡地に消防防災センター（仮称）を

建設するもので、工事着手に向けて本体工事費等及び高機能

指令センター及び消防救急デジタル無線整備に係る設備工事費等 

 

○四国中央市 市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について 
   国家公務員の給与減額支給措置に鑑み、市長等及び職員の給与に特例措置を講じるため、条例を

制定する 

 

◇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 
 

○四国中央市 子ども・子育て会議条例の制定について 
   平成27年度からの子ども・子育て支援事業計画の策定に当たり待機児童

の解消等に限らず、子育てに関する様々な支援についてご審議いただく

子ども・子育て会議を設置するため、本条例を制定する 
 

○四国中央市 へき地保育所条例の一部を改正する条例について 
   川滝町の葱尾（ねぎお）保育園を廃止することに伴い、本条例の一部を改正する 

 

○平成25年度 四国中央市 一般会計補正予算（第２号）所管分 
   ［抜粋］人権啓発費    415万円   隣保館費        480万円 

老人福祉施設費  959万円   児童福祉総務費    1,532万円 

保育所費    3,755万円   太陽の家児童施設費  1,025万円 

生活保護費   1,342万円   保健活動費      1,557万円 

急患センター費  493万円 

 

○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１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１号） 

○平成25年度 四国中央市 介護予防支援事業特別会計補正予算（第１号） 
 

◇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 

◇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 

環境経済委員会 
 

○四国中央市 国民健康保険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２号）所管分 
 ・農業振興センター建設事業 154万円 

   課等の適正配置計画により行政の合理化・効率化と市民サービスの維持向上を図るため、ＪＡう

ま経済センターに隣接した用地に、新たに農業振興センターを新築整備し、農林水産部門の３課

１委員会を同一施設内に集約しようとするもので、工事着手に向けての実施設計委託料等 

 ・新宮あじさいの里整備事業 1,450万円 

   新宮あじさいの里の老朽化した屋外トイレを改築整備するための

工事請負費 

 ・ため池調査計画事業 1,700万円 

   東日本大震災におけるため池の決壊をうけ、主要なため池24カ所の

点検業務を実施するとともに、ため池が決壊した場合に備えて、市

民の安全確保のための指標となる浸水被害想定区域や避難経路な

どを示すハザードマップ（４カ所）を作成するための経費 

 

○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１号） 
 

◇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 

◇25年請願第１号 年金2.5％の削減中止を求める請願 

建設水道委員会 
 

○平成25年度 四国中央市 一般会計補正予算（第２号）所管分 
 ・社会資本整備総合交付金事業 １億3,875万円 

   川之江北中学校線ほか継続事業、ＪＲ踏切工事委託料、用地買収費など 

 ・浸水対策事業 3,636万円 

   寒川大道地区と上分地区の雨水排水路整備及び平木大橋改修工事費 

 ・がけ崩れ防災対策事業 1,000万円 

   新宮上山北浦地区 

 ・江之元地区再開発事業 1,174万円 

   老朽住宅除去工事費や支障物件補償費などの追加 

 

○平成25年度 四国中央市 下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
 

○平成25年度 四国中央市 水道事業会計補正予算（第１号） 
 ・中田井浄水場等更新整備・運営事業の債務負担行為 118億円 

   中田井浄水場の構築物や機械・電気設備について、現行施設を稼

動させながら新設、増設、更新を行い運転管理する事業を平成45

年度までの20年間民間委託するための債務負担行為 

 

○四国中央市 川之江浄化センター（長寿命化）の建設

工事委託に関する協定の締結について 
 ・随意契約（日本下水道事業団） ４億3,980万円 

 

中田井浄水場 

新宮あじさいの里 


