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継続は力なり 

 
公明党 美濃加茂市議会議員 

 
 

 

■プロフィール 

昭和 32 年 6月 14 日 

美濃加茂市蜂屋町生まれ 

昭和 51 年 3月 1 日 

県立加茂農林高等学校卒業 

平成 18 年 10 月１日 

美濃加茂市議会議員初当選
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お  知   ら  せ 

■ 無料法律相談のお知らせ 

毎月、名古屋の旭合同法律事務所の 

弁護士が来て行う無料法律相談です。 

・担当事務所 旭合同法律事務所 

・時間２０分・予約制（金井まで） 

６月 １日、１５日 ﾊｰﾄﾌﾙｽｸｴｱＧ  

５月 １８日       ﾊｰﾄﾌﾙｽｸｴｱＧ 

４月 ６日、２０日 ﾊｰﾄﾌﾙｽｸｴｱＧ 

６月 ４日  多治見市文化会館 

５月 ７日  多治見市文化会館 

４月 ２日   多治見市文化会 
 
※法律に係る相談ならどんな問題でも受け付けて

おりますのでお気軽にご相談ください。 

 

◆ 皆さまのお声をお聞かせください 

金井ふみとしは皆さまの声を市政に届

けます。皆さまの日頃感じていらっし

ゃる市政のことや身近な問題などをお

気軽にお寄せください。皆さまの笑顔

を力に日々あかるい美濃加茂市の為に

まい進して参ります。どうぞ、皆さま

のお声をお聞かせください。 

電話 

０５７４－２５－７１６４ 

ＦＡＸ 

０５７４－２５－７１４４ 

メール 

info@kanai-fumitoshi.info 

ホームページ 

http://kanai-fumitoshi.info 

４ １

健康増進のために自転車に乗っています。毎日３０分ですがもう２

カ月続いています。最初は苦だったことが習慣になりました。何事

においても継続することで達成できることがあります。

「活動報告」 

平成 22 年度第 1回定例会 

3月 2日～24日までの23日の会期で行

われました。通算 14 回全ての定例会に

おいて市民の負託にお応えするべく一

般質問を行いました。 

市民相談 

市民相談件数は今年に入りまして議員

になら 

させて 

頂いて 

から通 

算 700 

件を超 

えました。  道路補修（蜂屋町地内 3月） 

ハイチ大地震救援募金 

1 月 24 日（日）にバロー美濃加茂店前 

をお借りしましてハイチ大地震救援募 

              金を行 

いまし 

た。当 

日は大 

勢の買 

い物客 

の皆様 

から真心のご寄付を頂きました。この

募金は、日本赤十字社岐阜支部に寄託

されました。（県総額 63 万 9496 円）ご

協力大変にありがとうございました。 

桜前線も上昇しいよいよ桜

が見ごろの季節になりまし

た。月日の経つのは早いも

の４月は入学シーズンです。国政は相

変わらず、「政治とカネ」の問題が続い

ており昨年の衆院選で大勝した民主党

政権も結局同じかとため息交じりに支

持率も右肩下がりに落ち込んでいま

す。政権半年で３０％台は首相のリー

ダーシップの欠如とも言われていま

す。リーマンショック以来の景気後退

で第２次産業が主要産業の美濃加茂市

に於いても昨年は有効求人倍率が０．

２と最悪な状態 
でした。今年に 
入り０．３５と 
少し改善してき 
たように見えま 
すが失業者が美 
野加茂市から離れられたこともあり実

質的にはあまり改善していないと推測

できます。先日も、工場誘致推進委員

会が開催され、市内の企業から、申請

のあった１２案件について厳正に審議

しました。市内で会社を開いて市民を

１０人以上雇用すると一人年間５万円

の奨励金が企業に出ます。５年間の措

置ですが大いに活用して雇用の拡大を

図って頂きたいものです。また、４月

と言えば人事異動もあり市役所では大

きく変わった部署もあり私たちも気を

引き締めて市民満足のため、地域のた

めに貢献するべく粉骨砕身頑張って行

く決意です。街頭遊説も定着してきま

した。日曜日は、市内各地において元

気いっぱいにマイクを握っておりま 

す。市民相談も

先日７００件を

超えることが出

来ました。ひと

つひとつに誠実 
に取り組んでお

ります。若輩者ですが、皆様の幸福の

ために努力しようとする情熱は人一倍

と自負しております。今後ともご指導

ご鞭撻を宜しくお願い申しあげます。

～～～ 金井ふみとしの目指すもの ～～～ 

 真面目に生きている人が報われる美濃加茂市 

 環境を守って自然と共生できる美濃加茂市 

 安心・安全な美濃加茂市 

 将来に夢が持てる美濃加茂市 
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Ｑ市長の政治姿勢について 

 ①成長戦略 

 ②賑わいのあるまちなかを再生 

 ③市役所の将来像 

 

 

Ａ市長の政治姿勢について 

①渡辺市長 

「将来にわたってずっと輝き続けるこ 

とができるまち」を目指し、「選択と集 

中」、そして「チャレンジ」がキーワー 

ドだと思っている。単なる物質的な豊 

かさだけでなく、地域の結びつきを実 

感できる心の豊かさも私たち一人ひと 

りが大切にし、全国や世界に誇れるみ 

のかもを築き上げる。 

②渡辺市長 

活力のある美濃加茂市をつくるため、 

まちの顔である中心市街地を活性化 

し、歩いて楽しい、人が訪れたくなる 

魅力的なまちづくりに取り組む。まち 

なかを創出するため、歩いて買い物が 

できるまちづくりを関係団体と連携し 

て進める。 

※成果目標として平成３１年の中心市街地の年間商 

品販売額４９００万円。美濃太田駅南地域の空き店

舗数０件。（美濃加茂市第５次総合計画） 

③渡辺市長 

この先５年間に約６０人が定年を迎 

えます。こうしたベテラン職員の退職 

により住民サービスの低下を招かない 

ようにすることや、行財政改革による 

人件費や職員数の削減にも取組みなが 

３２ 

一般質問 
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美濃加茂市議会平成２２年第１回定例会 

＜平成２２年度予算＞ 

一般会計は、１７０億６千万円（対前年土比４．３％増） 

特別会計は、１１３億３４９５万１千円（対前年度比７．２％減） 

企業会計は、１８億７９７３万９千円（対前年度比９．３％減） 

全会計総額は、３０２億７４６９万円であります。（対前年度比１．２％減） 

 

平成２２年度の美濃加茂市の一般会計予算を、年間５００万円の家計に例えてみました。

親（国、県）からの援助（地方交付税など）は増えたものの、給料（税収・手数料など）

が大きく減ったために収入が落ち込み、厳しいやりくりが続きます。 

※２収入年間 500 万円の家計に例えると                昨年度比 

給料（市税）                   ２６０万円（－19 万 5 千円） 

親からの仕送り（国からの地方交付税・補助金など） １６９万円（＋29 万 8 千円） 

借金（市債）                    ４３万円（＋9万 8千円） 

預金の取り崩し（繰入金）              ２８万円（＋4400 円） 

                     合 計 ５００万円（＋20 万 5 千円） 

※１支出市民一人当たりの予算が、どのようなものに使われるか、その目的別内訳は 

今年度、市民一人当たりに使われる予算は 30 万 9462 円 

土木費 99,992 円 総務費  42,088 円  土木費 41,749 円 

教育費 26,618 円 衛生費  26,403 円  商工費 13,727 円 

消防費   9,903 円 農林業費  7,848 円  議会費  3,104 円 

※広報みのかも 4/1 より抜粋 

らバランスの良い職員採用に努め柔軟 

な生き生きとした組織づくりを行う。 

※柔軟な人員配置や計画的な職員採用を進め、定員 

管理の適正化を進める（美濃加茂市第５次総合計画）

 

Ｑ新年度予算について 

 ①美濃加茂市の財政状況 

 ②子育て支援の充実 

  Ⅰ子ども手当 

 ③安全・安心・快適な環境の整備 

  Ⅰ市民の健康維持 

  Ⅱ介護保険の住宅改修 

Ⅲごみの減量化対策 

 

 

Ａ新年度予算について 

①宮口経営企画部長 

市全体の予算規模となると、確かに金額

が大きく、実感として捉えにくいため、

広報紙にてお知らせする予算や決算の

概要は出来るだけ身近に感じていただ

けるよう市民一人当たり予算や決算額

に置き換えている。提案の「家計簿」の

形態による情報提供も、市民にとって分

かりやすい方法なので平成 21 年度決算

の概要において、対応させていただく。

②Ⅰ助川健康福祉部長 

子育て支援の充実について平成 23 年度

のこども手当の全額国庫負担について

は地方の負担増とならないよう関係機

関と連携して働きかけを行っていく必

要がある。 

③Ⅰ助川健康福祉部長 

子宮頚がんワクチン接種の助成につい 

ては、他の自治体の費用助成の動向を

見ながら検討していく。 

③Ⅱ助川健康福祉部長 

介護保険の住宅改修費支給制度は、住

宅改修費20万円までに対し9割となっ

ております。改修工事は被保険者から

の支給申請書の提出後に施工され、工

事完了後に完成届けを提出します。改

修費の支給日は完成届けを受領した翌

月末となっております。住宅改修費の

支給の受領を、改修事業者に委任する

「受領委任払い制度」につきましては、

改修業者への説明や改修事業者の基準

などの諸問題について、当市において

実施が可能かどうかを検討していく。

③Ⅲ中嶋環境経済部長 
ごみの減量化に関しましては、財政負

担の軽減と地球温暖化防止のための喫

緊の課題と認識しておりまして、紙類

など資源ごみのリサイクルに努めてい

る。リサイクルの進んでいない小さな

紙片やビニールコーティングされた紙

製容器、プラスチック製品などの効率

的な収集や処理方法について、地区回

収の導入も含めて、事務方で検討して

いる。 

※１ 

※２ 


