
平成２９年 議会報告会

日時：平成２９年１２月１４日（木）

午後６時００分〜午後８時００分

会場：情報センター１階 映像ホール



開会挨拶
司会進行 青木 繁

議長 高橋 敦

出席者紹介



次 第
総務民生常任委員会

経済文教常任委員会

議会広報特別委員会

広域行政特別委員会

地方創生等検討特別委員会

議会運営委員会

質 疑



総務民生常任委員会



総務民生常任委員会の構成

●委員数は６名

委員長 田中俊一

副委員長 青木 健

委員 青木 嚴 青木 繁

黒岩範子 海野弘幸



総務民生常任委員会の役割

●町事業の内、議会事務局・総務・企画・

税務収納・町民生活・健康福祉・選挙管理委員会

や、監査委員、固定資産評価審査委員会等の所管

に関する事項を担当する。

●委員会は必要な都度開催され、請願・陳情等の

処理などにあたる｡



総務民生常任委員会
４月１１日

平成２９年度新規事業の検討（各部門の新規事業について）

１．総務課

真鶴駅前駐輪場管理経費について

防災行政無線維持整備事業について

２．企画調整課

真鶴町オリパラ文化プログラム推進事業について

サテライトオフィス誘致事業について

空き家利用事業について

３．健康福祉課

要保護児童対策地域協議会の充実について

日常生活支援総合事業について

以上の各事業について内容説明を受け質疑をしました。



６月２日総務民生常任委員会協議会

真鶴駅前駐輪場管理者について

６月２８日

請願第１号 所得税法第５６条廃止の意見書を国に提出

することを求める請願について

１０月２７日

総務民生常任委員会のあり方について

１１月２９日

総務民生常任委員会の運営方針について



経済文教常任委員会



経済文教常任委員会の構成

●委員数は６名

委員長 岩本克美

副委員長 森 敦彦

委員 天野雅樹 高橋 敦

板垣由美子 青木 繁



経済文教常任委員会の役割

●経済文教常任委員会の所管事項

教育部門 (美術館・博物館など)

産業観光部門

真鶴魚座、ケープ真鶴特別会計
まちづくり部門

下水道事業特別会計
真鶴町水道事業会計

●委員会は議会の必要に応じて開催、所管する部門に
おける各事項の検討・陳情の処理などにあたる

●所管の事項に係る議案や町の事務事業を専門的に
調査するため常時置かれている委員会



経済文教常任委員会の審議内容
３月１５日
陳情第１号 神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提

出を求める陳情
陳情第２号 国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求

める陳情
４月７日
平成２９年度新規事業の検討（各部門の新規事業について）
１．まちづくり課
公共下水道管路施設調査委託について
公共下水道事業計画変更業務委託について
用留配水池遠方監視制御装置等更新工事等について
２．産業観光課
岩漁港機能保全計画策定事業について
創業支援対策事業について
産業振興推進事業について



３．教育課
ＩＣＴ教育推進事業について
まなづる土曜教室事業について

以上の各事業について内容説明を受け質疑をしました。

１０月２７日
経済文教常任委員会のあり方について
１１月２９日
経済文教常任委員会の運営方針について
１２月７日
陳情第３号 神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の

提出を求める陳情



議会広報特別委員会



議会広報特別委員会の構成

●委員数は５名

委員長 板垣由美子

副委員長 天野雅樹

委員 黒岩 範子

森 敦彦

青木 健



議会だよりの発行
流れ

●各定例会終了後ごとに年４回発行。

●配布方法は新聞折り込みの他、町内23カ所に置いて

いただいており、発行日に委員全員で手分けして配布。

●編集作業は２７号を刷新発行して以来、議員が文章を書き、

議員の手で編集することで、生の議会の声を届けようとほぼ

全て議員で行っている。

課題

●委員会委員が替ったことによる作業工程の見直し。

より一層読んでいただける議会だよりへ。



今まで発行されてきた議会だより



広報活動

●平成２８年３月定例会から本会議のインターネット中継
を開始
●委員会の議事録の公開

検討課題
●映像や音声の性能を高める
●現在、議員控室で開かれている予算と決算の審査特
別委員のインターネット中継
●インターネット中継を録画配信



作業風景



広域行政特別委員会



広域行政特別委員会の構成

●委員数は５名

委員長 海野弘幸

副委員長 青木 繁

委員 天野雅樹 田中俊一

青木 嚴



広域行政特別委員会の役割

●他市町と共同で行う事業の調査・研究・企画立案と、関

係する市町との協調共働を担当する。

水道、下水道・消防・ごみ処理・火葬場など



地方創生等検討特別委員会



地方創生等検討特別委員会の構成

●委員数は７名

委員長 青木 嚴

副委員長 岩本克美

委員 青木 健 森 敦彦

板垣由美子 田中俊一

青木 繁



地方創生等検討特別委員会

●「まち・ひと・しごと創生」＝地方創生
人口急減・超高齢化への対応

各地域の特徴を活かした自律的で持続的な社会の創生に関す

る町の取り組みをチェック

町民の皆様や民間の意見を聞きながら議会からも提案

平成２９年１０月臨時会において、全会一致で可決・設置された

特別委員会

●委員会の仕組み

副議長、議会運営・総務民生・経済文教の各正・副委員長

⇒ 「縦割り」から「横串を通す」仕組みにより効果的な議論

町民の視点に立った地方創生のあり方の検討

近隣自治体に先駆けて議員発議により設置





地方創生等検討特別委員会の活動

２月２０日

（１）各事業の進捗状況について

（２）平成２９年度事業計画について

４月２６日

（１）平成２８年度事業の報告について

６月１４日

（１）地方創生推進交付金の申請結果について

（２）地方創生に係る広域連携について



議会運営委員会



議会運営委員会の構成

●委員数は６名

委員長 青木 繁

副委員長 青木 嚴

委員 黒岩範子 岩本克美

田中俊一 海野弘幸



議会運営委員会
１ 議会運営委員会の所管事項

議会の運営（２８年１２月～２９年１２月）

年４回開催の定例会、臨時会の議事運営協議（５回開催）

定例会及び臨時会で審議された案件 １１３件

（議案６４件、発議５件、陳情１３件、承認２件、報告６件、

認定８件、同意１０件、請願２件、発委３件）

以上の案件を審議し、本会議に上程されなかった陳情等を
処理した。



２ 議長からの諮問に関する事項
議会関連条例、要綱、規則等の見直し 通算２１回開催
（議会基本条例、議会政治倫理条例、議会会議規則、議員
報酬、費用弁償及び期末手当、議員定数に関する条例の
見直しを行い議長に答申）

３ 行政視察に関する事項
１．長野県安曇野市議会により行政視察来町（１月２３日）
２．葉山町議会へ行政視察訪問（７月３１日）
テーマ：議会運営について

●真鶴町議会の目指す姿
円滑な議事運営の遂行及び町民の皆様に分かりやすく、
開かれた議会



議会運営委員会活動状況
平成２８年
１２月 定例会（議案１２件、報告１件）

委員会２回 議会基本条例・要綱・議会規則の見直し
平成２９年
１月 委員会２回 議会基本条例・要綱・議会規則の見直し
長野県安曇野市議会視察来町

２月 委員会３回 ３月定例会議案説明、議会基本条例・要
綱・議会規則の見直し
３月 定例会（議案２３件、発議１件、陳情２件）

委員会２回 議員定数について
４月 委員会２回 議員定数について
５月 委員会２回 議員定数について

正副委員長研修会



６月 定例会（議案６件、同意８件、承認１件、発議１件、

請願１件、報告２件）

委員会３回 ６月定例会議案説明

議長から諮問事項について

１．副議長報酬及び委員長手当の重複について

２．今後の議会運営委員会の活動について

６月３日 議会改革の取り組みについての講演会

講師：山梨学院大学教授 江藤先生

７月 委員会１回 議長からの諮問事項について

（今後の議会運営委員会の活動について）

７月３１日 葉山町議会への行政視察

テーマ：議会運営について



８月 委員会２回 ９月定例会議案説明、
議長からの諮問事項について

８月２日 県町村議会議長会 参事
沼田氏を講師として諮問事項の講義を受けた

９月 定例会（議案９件、認定８件、発委３件、請願１件、
報告２件）

１０月 臨時会（同意２件、承認１件、発議３件、報告１件）
委員会２回 議長からの諮問について、議会報告会に
ついて

１１月 委員会２回 １２月定例会議案説明、議会運営委員
会の運営スケジュールについて

１２月 定例会（議案１４件、陳情１１件）
委員会２回 議長からの諮問事項について



質 疑



閉会の挨拶

副議長 板垣由美子

END


