
令和１年 議会報告会

日時：令和１年１１月１９日（火）

午後６時００分〜午後８時００

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 嚴

議長 青木 健

出席者紹介



次 第
町議会の活動に関する報告

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

総務民生常任委員会

経済文教常任委員会

休 憩

質疑



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 天野雅樹

副委員長

板垣由美子

委員

森 敦彦

黒岩範子

岩本克美



議会の活動に関する情報を積極的に、
かつ、分かりやすい表現を用いて発信
し、説明責任を十分に果たすことにつ
いて

「議会だよりまなづる」64号から最終ペー
ジにＱＲコードを添付し議会ホームページ
へのアクセスができるようにしました。
本会議や予算・決算各審査特別委員会は

ユーチューブ真鶴で検索しますと、いつで
も中継をご覧いただけます。



議員控室に会議用
マイクを設置し、よ
り鮮明な音声での中
継が行えるようにい
たしました。

議会報告会の広報
担当として、案内チ
ラシ、ポスター作製
及び張り出し、撤去
などの作業をおこな
いました。



7月9日 全国町村議員会館において「町
村議会広報クリニック」に参加し当町の議
会だよりの改善点などを指摘していただき
ました。



9月24日 東京・永田町において「議
会広報研修会」に参加し議会だよりのレ
イアウト、構成など編集スキルを高める
研修を受講しました。
広報クリニックや広報研修会において

指摘されたこと、学んだことを編集方針
へ反映させ、町民の皆様へ今まで以上に
議会活動への関心をもっていただけるよ
うに、より読みやすく、伝わりやすい
「議会だよりまなづる」の企画・編集に
努めてまいります。



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

板垣由美子

青木 嚴



広域行政特別委員会の役割

目的：広域（真鶴町単独ではなく、近隣の市町

と共同）で行政事務（町が取り組む事務）を進

めるために議会に特別に設置された委員会

水道・下水道・し尿・消防・ごみ処理・火葬場など



令和元年度の委員会活動

１．湯河原町と共同で実施している処理事業

の協議、」推進

２．し尿処理等協働処理の検討



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 高橋 敦

副委員長 森 敦彦

委員 岩本克美 黒岩範子

板垣由美子 田中俊一

青木 嚴



地方創生等検討特別委員会
地方創生・過疎対策
人口急減・超高齢化への対応
各地域の特徴を活かした自立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

委員会の構成
副議長、議会運営・総務民生・経済文教の正・副委員長
⇒ ・「縦割り」から「横串を通す」仕組み
・より効果的な議論
・町民の視点に立った地方創生・過疎対策のあり
方の検討



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 嚴

副委員長 板垣由美子

委員 森 敦彦 天野雅樹

高橋 敦 海野弘幸



議会運営委員会の所管事項は、

・議会の運営

・議会の会議規則、委員会に関する条例等に

関する事項

・議長の諮問に関する事項を所管しております。



議会の運営は、

年4回開催される定例会、
審議を急ぐ案件があった場合に開催される臨時会
（２回開催）
議事運営を協議するため、委員会をこれまで6回開催い
たしました。
定例会及び臨時会で審議された案件76件
（議案55件、諮問1件、発議1件、陳情0件、承認1件、
報告6件、認定8件、同意4件など）

なお、この後、12月定例会が予定されておりますので、概
ね年間90件の案件を審議し、また、本会議に上程されな
かった陳情等の処理を行いました。



議会運営基準の見直し

議会の会議規則、委員会に関する条例等に関しまし
ては、議会運営基準の見直しの協議のため1月より9
回開催し、10月1日に完了しました。

議長からの諮問に関する事項

2年後の改選に向けた議会改革の取り組みについ
て青木議長から意見を求めます。

いずれも円滑な議事運営の遂行に加え、町民の皆様にわか
りやすい議会、開かれた議会となるために取組でまいります。
これからも一層の努力してまいります。



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 岩本克美

副委員長 黒岩範子

委員 青木 嚴 田中俊一

海野弘幸 青木 健



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・のほか

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の審議内容

平成31年1月29日
１.真鶴町災害見舞金条例制定について審議
災害により被害を受けた町民に対し、災害見舞金を支給し、町民生活
の安定と福祉増進に寄与する目的で「真鶴町災害見舞金条例」を定め
ることの審議を行い、３月議会で成立しました。
２.真鶴町の地域防災計画の改訂についてその内容の聴取と確認
神奈川県は地震被害想定調査結果によって判明した甚大な被害を軽
減するため「神奈川県地域防災計画」を改正しました。
これを受ける形で「真鶴町地域防災計画」の改訂が行われたものです。
平成31年2月15日
１.議会災害対応初動マニュアルを作成しました。
議会基本条例第１４条第2項によって、真鶴町議会防災危機管理要綱
が定められていますが、この要綱を補完する目的もあって、災害時の初
動対応をマニュアル化したものを定めました｡
2.議会報告会での住民からの意見等について確認



平成31年3月20日
１.自治会加入について（加入者減少の問題点の洗い出し）
平成31年4月9日
１.自治会加入について（自治会活動の意義と重要性の周知、広報のあ
り方）
（加入者減の解決策はなにか？自治会連合会正副会長他と会談申入
れ６月１２日に実現）
令和1年6月25日
１.自治会連合会正副会長等との意見交換内容の報告と今後の取組に
ついて意見交換
自治会活動の意義と重要性について認知度が減退、脱会に繋がる原
因に
自治会活動に参加することの意義について広報に工夫が必要か
◎今後、自治会連合会とは継続的な意見交換を交わしながら問題意
識の共有をはかる
現在、各単位自治会から加入世帯数調査については継続実施中
（一世帯の数え方の見直しデーターを作成中）



令和1年8月27日
１.土砂災害特別警戒区域の指定について
指定の背景
•国の防災基本計画は、地域防災計画において重点をおくべき事項に
ついて、基本的な方針を示しています。
•この計画に基づき、地方公共団体は地域防災計画を作成することに
なっており、基準の見直しにより新たな指定が示されます。
令和１年10月23日
１.台風15号、19号の被害状況と、開設した避難所の状況について報
告を求めました
・台風15号 対応と被害状況
被害状況は、建物・構築物・飛来物による損傷、倒木や電線の切断も
多数見られた
・台風19号 対応と被害状況
被害状況は、構築物・飛来物による損傷は少なく、倒木や電線の切
断も少なかった）



この図は土砂災害警戒区域を示す神奈川県
ホームページからダウンロードしたものです



神奈川県土砂災害情報ポータルサイトから写した
図です。」

土砂災害警戒区
域
（特別警戒区
域）が指定され
る要件といえます。
神奈川県は、町
内の各警戒区域
を再調査し、特
別警戒区域が指
定されます。



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 森 敦彦

副委員長 高橋 敦

委員 天野雅樹 田中俊一

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



「まちづくり課部門」
令和元年
５月７日
空家実態調査について

６月１１日
コミニュティーバス利用者アンケートについて
タクシーを用いたデマンド交通実証実験について
７月２３日
コミュニティーバスの運行について

「産業観光課部門」
平成３１年
１月２９日
真鶴魚座外観整備事業について
４月２３日
岩牡蠣養殖事業について （視察）

経済文教常任委員会の審議内容



「教育課部門」

平成３１年

１月２９日

中学生グローバル人材育成事業（旧海外派遣研修）について

中学校昼食（パンの購買）について

２月２７日
ICT授業について（視察）

３月８日
小中学校教育のICTを利用した教育の推進計画について

４月２３日
民俗資料館について（視察）

令和元年

６月１１日

海の学びミュージアムサポート事業について



海の学びミュージアムサポート事業（博学連携）について

給食の放射性物質検査について

8月６日
中川一政美術館施設について(視察）

９月６日
学校教育のあり方検討会について

中川一政美術館施設について

ICT教育の進め方、今後の日程等について

町立体育館維持管理について



質 疑



閉会の挨拶

副議長 田中俊一

END


