
６月議会の報告
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５月23日 初日
（議会人事の改選・所信表明・議案審議等）

５月30・31日
６月2日

6月6~９日 常任委員会

6月19日 最終日
（委員長報告・議案審議等）
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一般質問

【会期】 5月23日～６月19日(28日間）



議案・請願等の審議について

１．市長提出議案 24件

本会議で即決 20件

委員会へ付託して審査 4件

２．請願・陳情 １件
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第28号 行政手続きにおける特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例の一部

改正

第29号 市長等の給与の特例に関する条例

第30号 市税条例の一部改正

第31号 保育所の利用者負担に関する条例の一

部改正

第32号 道路線（秋津町三丁目地内）の廃止

◆市長提出議案 24件◆
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農業委員会委員の選任についての同意

第47号 監査委員（議員）の選任についての同意

第48号 固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついての同意

諮問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を求め

る件

報告第１号 専決処分事項（市税条例の一部改正）

の報告

報告第２号 専決処分事項（国民健康保険税条例

の一部改正）の報告 5

第33号

第46号
～



個人番号の利用に関する条例の一部改正

議案第28号

【主な質疑】

【内容】

番号法に規定されていない事務の中から、12の事務を独

自利用の対象とし、市役所内部で個人番号や特定個
人情報の利用及び情報連携を可能とするための条例改
正です。

・市役所内のセキュリ ティ対策は・・・

・独自利用による最大のメリットは・・・

6賛成多数で可決



市長等の給与の特例に関する条例

議案第29号

【主な質疑】

【内容】

パワーハラスメントと、老人クラブに対する補助金の不適切な
支出により職員を処分したことで、市の最高責任者として管
理監督責任を明確にするため、市長及び副市長の給与を
10％ 、２カ月間減額する条例です。

・減額根拠は何か・・・

・再発防止策は・・・
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全会一致で可決



保育所の利用者負担に関する条例の一部改正

議案第31号

【主な質疑】

【内容】

低所得のひとり親世帯等における利用者負担を軽減す
るための条例改正です。

・負担額が軽減される対象者は・・・

・今後予定される負担軽減策は・・・

8全会一致で可決



安倍首相の改憲メッセージは違憲、そ
の撤回を求める意見書に関する陳情

結論を出した陳情 １件

賛成少数で不採択

陳情第５号



地方自治法に基づく制度で、議員が市政について調査や研究を
行うために必要な経費の一部として市から交付されます。

年度初めに1年分（議員1人月額12,500円）が会派に対して
交付され、未使用分は市に返還します。

条例に定められた使途基準に従って使用し、それ以外の経費に
充てることはできません。

支出したすべての領収証（現物）を添付して、1円単位までの
収支を議長に報告。内容を確認後、収支報告書や領収証の写
しを市長に送付します。

◆収支報告書と出納簿を市議会ホームページでご覧いただけます。10

政務活動費について



項目 内 容

研究研修費

会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議

員等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費

（会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等）

調査旅費

会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要す

る経費

（交通費、宿泊費等）

資料作成費
会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

（印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等）

資料購入費 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

その他の経費 議員コピー代及びインターネット代・情報公開手数料 等
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政務活動費使途基準



政務活動費 28年度実績

※草の根市民クラブは交付申請せず。



支出の透明性を高めるために支出基準を策定し、執行
状況を公表しています。
※市議会ホームページから詳細をご覧いただけます。

13

議長交際費とは

議長交際費は、議長または議長の代理者が議会を
代表して各種行事などの対外的な活動をするために
要する経費で、「東村山市議会議長交際費支出基
準」に基づき支出しています。
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支出項目 件 数 金 額（単位・円）

弔慰金 1 16,200

会 費 90 321,500

贈答費 5 28,087

渉外費 0 0

合 計 96 365,787

議長交際費 28年度実績



これまでの報告について
ご質問をお受けします。

★できれば、お名前とお住まいの

町名をおっしゃってからご発言ください。

★多くの方にご発言いただきたいので

ご発言は簡潔にお願いします。
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その前に
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後半は意見交換会

「みんなで考えよう!防災・
減災～災害時の情報共有」

です。



～休憩～
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～後半の流れ～

災害時の情報共有について

広報広聴委員会より

防災訓練におけるツイッター活用

稲野 茂氏

グループディスカッション
「災害時の情報共有のために今できること」



2016.8.22台風9号や最近のゲリラ豪雨を教訓に

東村山市議会
広報広聴委員会



どこから

どのような情報を得て

どのように安全を確保しますか？



自分や家族がいる場所の状況

どうやって知りましたか？
１）防災無線？

2）テレビ？ラジオ？

３）市役所や消防署に電話？

４）ＳＮＳやインターネット？



自分や家族がいる場所の状況
どうやって知りましたか？

１）防災無線？

雨音できこえなかった！

2）テレビ？ラジオ？

小さなエリアの情報は皆無！

３）市役所や消防署に電話？

電話はマヒ！

４）ＳＮＳやインターネット？

信じられる情報かな？



災害情報の4つの段階
１．発災前(被害の軽減に役立つ情報）

２．発災直後（救助・救援に役立つ情報）

３．復旧・復興(生活・地域再建を支援する情報）

４．平常時（安全な社会の構築に役立つ情報）



自助、共助、公助



東村山市の情報の公助
東
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山
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防災無線

メール

Twitter



自治会など近隣の共助

自治会・
見守り活動

地域行事

顔の見える ゆるい つながり



私ができる自助を考えよう

出張先で大地震に会いました。

停電しています。鉄道は不通、道路は
渋滞しており、帰宅できません。

スマートフォンの充電は残りわずかです。

あなたは何で情報収集をしますか？



災害情報の4つの段階(自助)
１、発災前(被害の軽減に役立つ情報）

→正確・迅速な情報入手の手段を複数確保

２、発災直後（救助・救援に役立つ情報）

→被災状況を知り、安全を確保、被災状況を行政へ伝える

３、復旧・復興(生活・地域再建を支援する情報）

→地域や避難所での情報共有

４、平常時（安全な社会の構築に役立つ情報）

→地域の災害リスクを知り、自ら備える



情報の自助・共助・公助

ＮＰＯかながわ311ネットワークの取組み



考えてみよう！
「その時」のために
今からできること



グループディスカッション

自己紹介 5分

「この夏、行きたいところ」

意見を出してみよう！ 20分

フィードバック 5分



私の災害時の
情報入手方法

私ができる
平時の備え

平時の備えで
大切だと思うこと

私が災害時に
情報を伝えたい人

・友達に電話する

・近所の人に聞きに行く
etc…

・家族、親族…
・近所のあの人…
人数も書いてみよう



8月29日 初日（所信表明・議案審議等）

8月31日

9月１・4日
9月6～８・11・12日

常任委員会・議会運営委員会
9月14・15・19・20日

決算特別委員会
9月27日 最終日（委員長報告・議案審議等）

9月定例議会の予定
8月29日（火）～9月27日（水）

※9月定例議会での審査を希望される請願・陳情は8月15日午後５時までに提出を
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一般質問



閉会あいさつ
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本日はありがとうございました！

アンケートへのご協力を
お願いいたします
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