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公明党 美濃加茂市議会議員 

 
 

 

■プロフィール 

昭和 32年 6月 

美濃加茂市蜂屋町生まれ 

昭和 51年 3月 

県立加茂農林高等学校卒業 

平成 18年 10 月 

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から 

弁護士が来て行う無料法律相談の日程 

をお知らせします。 

・担当事務所 旭合同法律事務所 

・時間２０分・予約制（金井まで） 

１月１９日サンピア岐阜  

２月 ２日１６日サンピア岐阜 

３月 ２日１６日ﾊｰﾄﾌﾙｽｸｴｱＧ 

１月１６日多治見市文化会館 

２月 ５日多治見市文化会館 

３月 ５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 

『あなたとこうして出会っているこの時間は、二度と巡っては来ないたった

一度きりのものです。だから、この一瞬を大切に思い、今出来る最高のおも

てなしをしましょう。』と言う意味で私の座右の銘です。 

「平成２１年活動報告トピック」 

ＡＥＤの活用広報６月号にてＡＥＤ活

用マニュアル

が発表されま          

           した。平成２

１年の３月議

会において質

問したことに

対しての成果

です。２月に 

下西公民館で行われた防災訓練で地元 

の皆さんとＡＥＤを使いましたが、一 

般に使いこなすためには、いざと言う 

ときのためにＡＥＤ活用マニュアルが 

あると大変便利です。 

昼間一人の高齢者の安否確認平成２１

年６月議会において、昼間一人の高齢

者の安否確認ついて質問しましたとこ

ろ、「昼間の安否確認については近隣の

方にお願いするのが最善と考えており

ますが、実態把握も含めまして、今後、

社会福祉協議会や民生委員協議会とも

御相談し、今後の方策について検討し

てまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。」と

健康福祉部長より答弁をいただきまし

た。 

※平成２１年４月１日現在、美濃加茂市の 65 歳以

上の高齢者人口は１万 95人で、高齢化率は 18.22％

です。そのうち一人暮らしの高齢者数は５６７人 

 

新年明けましておめでとうご

ざいます。皆様方には、お元 
気で新年をお迎えのこととお

喜び申し上げます。日頃は公明党に対

しまして絶大なるご指導、ご支援を賜

り心より感謝申し上げます。 
さて、早いもので議員になりましてか

ら４年目のお正月を迎えることができ

ました。これもひとえに至らない私を

見守り育ててくださいました皆様のお

陰と報恩の感謝で一杯です。そんな、

私が御恩返しできるのは、庶民の代表

として市政とのパイプ役になることで

す。私のホー 
ムページにも 
書きましたが、 
議員にならせ 
ていただいて 
から４つの目 
標を持って活動をしてまいりました。

小さいころから不器用だった私は物事

を成し遂げるときは人一倍必死でやら

ないとできませんでした。だから、 

必死に生きている人を見ると共感して

応援したくなります。そんな真面目に

生きている人が報われる社会を目指し

ます。この４つの目標を掲げて全ての

定例会に臨み４６項目９３点に対して

質問を行いました。安心（２）、安全

（５）、教育（６）、環境（２１）、行政

（２１）、健康（１０）、地域（２１）、

福祉（７）と多方面に渡りました。定

例会での質問は市民の皆様からいただ

いたご意見、ご要望を元に作成してい

ます。その中で、いくつか市で取り上

げられ実績をつくらせていただきまし  

た。美濃加茂市

の今後を考える

上で、現場や市

民の声を聞き動

き、一番近くに 
いて市民の皆様

のために、無くてはならない議員とし

てこれからの出発をしてまいりますの

で今後ともご指導ご支援を宜しくお願

い申し上げます。 

～～～～～～ 政治・政策 ～～～～～ 

 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成人健康審査について 

 ①健康審査の目的 

②市の負担金額 

 ③対象者と受診率 

 ④健診率の向上 

 

Ａ助川健康福祉部長 

①健康課でおこなうがん検診、婦人検 

診、かかりつけ健診については、病気 

の早期発見、早期治療、婦人検診のう 

ち骨密度検診については、疾病の予防 

につなげるために実施しております。 

また、国保の特定健診は、健診結果か 

ら自分の健康状態を確認し、保健指導 

などにより生活習慣を改めることによ 

って、生活習慣病の予防につなげるた 

めに実施しています。 

②市の負担金額は健診費用の３分の１ 

を目安に負担いただき、残りを市が負 

担しています。 

検診についての個人一部負担金額 

 

・メタボ健診・・・・・千円 

・シルバー健診・・・・千円 

・胃がん検診・・・・・千円 

・子宮がん検診・・・・千円 

・乳がん検診・・・・・千円 

・骨密度検診・・・・・千円 

・おたっしゃ健診・・五百円 

・肝炎ウイルス検診・五百円 

・前立腺がん検診・・五百円 

・歯周疾患検診・・・五百円 

  ※結核検診については無料です。 

３ ２ 

一般質問 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

美濃加茂市議会平成２１年第４回定例会 

＜平成２１年に行った各定例会での質問＞ 

第１回定例会（３月４日～２４日） 

１．肺炎球菌ワクチンについて 

 ①ワクチンの接種の課題と対応 

 ②ワクチンの助成 

２．子宮頸がん対策について 

 ①婦人健診の受診率 

３．緊急時の対応について 

 ①ＡＥＤの活用マニュアルの作成 

 ②高齢者の緊急時の対応 

４．レンタサイクルの導入について 

 ①各施設に設置 

 ②放置自転車の活用 

  Ⅰ廃棄費用 

  Ⅱレンタサイクルに利用 

第２回定例会（５月２９日～６月１８日） 

１．新型インフルエンザ対策について 

 ①今回の対策 

 ②今後の対応 

２．介護・支援サービスについて 

 ①サービスの種類と内容 

 ②昼間一人の高齢者の安否確認 

３．収納率について 

 ①市民生活への影響は 

 ②滞納者への対応 

第３回定例会（９月１８日～１０月９日） 

１．ごみ減量及び経費削減について 

 ①ごみ処理の現状 

 ②ごみ処理に係る収支の内訳 

 ③ひまわりクリーンセンター利用に係

る収支の内訳 

 ④廃棄物減量に係る助成の成果 

 ⑤ごみ集積所の推移と成果 

 ⑥今後の取組み 

２．防災行政無線について 

 ①使用についての目的  

 ②音質、周波数、時間 

 ③聞こえない、聞き取りづらいことの対

応 

 ④聞こえ過ぎることへの対応 

 ⑤ガイドラインの制定 

③対象者と受診率ですが、対象者本人

に対して案内を郵送し、申し込みを受

け付けています。さまざまな事情によ

り申し込み者の７５％の方が受診をし

ています。 
④健診率の向上については、休日健診

の実施や受診期間の延長や個別対応な

ど受診体制の整備を行っております。 
その他健康講座や健康情報の提供によ

より、「自分の健康は自分で守る」とい

う意識の醸成を図っている。なお、７

５歳以上の方のがん検診について、今

年度から医療機関と保険センターを選

択して受診ができるようになりました

が、９月までのデータでは、７５歳以

上の受診者のうち、医療機関での受診

割合は、２６．２％となっている。 
Ｑ納税について 
 ①徴税率 
 ②収入率 
 ③延滞金の徴収 
 ④未済額縮減に対する取り組み 
 
Ａ酒向総務部長 

①平成２０年度の市税の課税・収納に

必要な経費、いわゆる徴税費は３億５

３１６万６９９０円の決算額でありま

す。市税課税額１００円当たりに換算

しますと、調定総額が９８億８２１８

万４５３３円でありますので、３円５

７銭の経費を要したことになります。 
徴税費 １００円当たり３円５７銭 

※徴税費とは税金を徴収するための費用 

②収納率の推移 

  平成１６年度 ８９．８％ 

  平成１７年度 ９０．１％ 

  平成１８年度 ９０．３％ 

  平成１９年度 ９０．６％ 

  平成２０年度 ８９．８％ 

③悪質な滞納者として差押えを実施し

た場合には徴収している。滞納交渉等

で如何に理解していただき、本税部分

を納税していただくかが問題であり交

渉・相談等に応じて納税している方か

らは徴収できないのが現状である。 
※１１月末の滞納金徴収額は８９万３５１４円 

④今年度はこれまでに預金とか給料等

の差押えを２１８件行うなど積極的に

実施しておりますが、今後においては

自動車とか不動産なども対象として取

り組んで行きたいと考えている。また、

啓発の点では、市報やホームページに

おいての納期限や口座振替の利用の周

知をしている。尚、取り組みに対する

成果は１１月末０．１５％（対前年度

比）上回っている。尚、再質問でクレ

ジットカードの利用についての質問を

しましたが、手数料等の問題があり踏

み出せなないとのことでした。 


