
市民に開かれた議会へ

議 会 報 告 会

平成28年11月18日（金）19日(土）

• 議長あいさつ
• 議員紹介
• ようこそ！議会報告会へ
• 9月定例議会の報告
• ご質問＆ご意見
• 休憩
• 意見交換会



開会あいさつ



議 員 紹 介



常任委員会ごとに紹介します

政策総務 厚 生

生活文教 都市整備



政策総務委員会

•委員長：石橋光明

•副委員長：熊木敏己

•委 員：

矢野ほづみ 佐藤まさたか
伊藤真一 渡辺みのる



厚生委員会

•委員長：大塚恵美子

•副委員長：村山淳子

•委 員：

島崎よう子 横尾孝雄

石橋博 さとう直子



都市整備委員会

•委員長：山口みよ

•副委員長：蜂屋健次

•委 員：

おくたに浩一 朝木直子
小林美緒 渡辺英子



生活文教委員会

•委員長：小町明夫

•副委員長：駒崎高行

•委 員：

かみまち弓子 白石えつ子
土方桂





自由民主党市議団(7人）

公明党(6人)
日本共産党(3人)

ともに生きよう！ネットワーク(3人)

草の根市民クラブ(2人)

民進党(2人)

市民自治の会(1人)

会 派 構 成



東村山市議会について

■議員定数： 25人（現員24人）

（男14人:女10人）

■議員報酬：月額48万5千円 期末手当4.15月/年

政務活動費：月額12,500円（年15万円）

■定例会：年４回（３月・６月・９月・12月）

■常任委員会：政策総務・厚生・都市整備・生活文教

特別委員会：予算（3月）・決算（9月）

その他の委員会：議会運営・広報広聴

■議会事務局職員10人（うち常勤8人）



議会の仕事

•市議会の最も基本的な仕事で、予算や条例を決めたり、決算を認定した
り、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。

議決権

•議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、市長が選任する副市長・
教育長・教育委員などの人事に同意します。

選挙権・同意権

•市の仕事が決められたとおりに正しく行われているか調べます。 必要があ
れば、関係のある人から意見を聞いたりします。

検査権・調査権

•生活にかかわりの深い事柄について、議会の意思をまとめた要望（意見
書）を、国や都に提出します。

意見書提出権



15年前まで

地方分権改革と議会

地方分権改革って？
住民に身近な行政は、できる限り地方公共団体が担い、その自主性を
発揮するとともに、地域住民が地方行政に参画し、協働していくことをめ
ざす改革です。（内閣府ホームページ）
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議会の議決責任

2000年まで 2000年以降

市の事務の4割前後を占め
ていた機関委任事務に対し
ては、議会の権限は一切
及ばなかった

機関委任事務の廃止に
より、法律に反しない限り

議会の権限は
全てに及ぶ

議決責任

説明責任



議案審議のながれ

条例の制定・改正・廃止、予算・決算などの議案は
委員会に付託します。

本会議 提案理由を説明
→ 委員会に付託

委員会 委員会で詳細な審査
→ 委員会としての結論

本会議 委員長による審査結果の報告
→ 議員全員であらためて議会としての結論

契約、指定管理者の指定、補正予算、人事などの議案は委員会
に付託せず、提案説明の後、質疑を行い、その場で結論を出します。



選 挙

市 民

市 長
(執行機関）

市議会
（議決機関）

予算や条例を
決める

市の予算や
条例の提案

審
議

市民・市長・市議会の関係



第1条 目的

第2条 議会の活動原則

第3条 議員の活動原則

第4条 会派

第5条 説明責任及び市民意見の把握

第6条 会議の公開及び傍聴の促進

第7条 請願等の取扱い

第8条 広報活動の充実

第9条 市政運営の監視

第10条 政策等提案の説明要求

東村山市議会基本条例
第11条 質疑等の一問一答

第12条 文書質問

第13条 政策提案等

第14条 議員間討議

第15条 専門的知見、公聴会制度及び参考人制度の活用

第16条 議会事務局機能の強化

第17条 議会図書室

第18条 見直し手続

第19条 委任

19年度～22年度 先進議会から学ぶ

23年度～25年度 特別委員会で議論

平成26年4月1日施行（都内で5番目）
25年12月議会で可決

議会報告会は
この条例をもとに
年4回開催！



市民と市議会

請願・陳情 傍聴

市が行う事務・事業について
の意見・提案を、請願や陳
情として議会に提出すること
ができます。

※ 請願には紹介議員が必
要です。

本会議・委員会はどなたでも
傍聴できます。
また、インターネットでも配信
しています。

＊議会報告会 ＊意見交換会
＊パブリックコメント ＊アンケート

市民の皆さんのご意見をもとに
よりよい東村山を目指します！



もっと知ろう！市議会

市議会だより

インターネット中継

Twitter

議会事務局
電話 042-393-5111(代表）

メール gikai@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp
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議会中継はこちらから！



【ツイッター】
会議の進捗や議会活動をタイムリーに！

情報発信力 強化中！

【エレベーター脇の掲示板】
会議日程やトピックスをお知らせ！

【1階ロビー
のテレビ】
本会議も
委員会も
生中継！



◇早稲田大学マニフェスト研究所主催の「議会改革度調査」

東村山市議会は

2012年 479位 ⇒ 2013年 52位

⇒ 2014年 37位

⇒ 2015年 32位

最後に…外部による評価

内訳（住民参加 16位／情報共有 27位／機能強化 220位）
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◇早稲田大学マニフェスト研究所

「議会と住民が対話する場とその充実」で

全国6つの事例の一つとして取り上げられる。

◇議会改革白書2015

「議会基本条例にともなう運用

および規則整備の重要性」

として取り上げられる。
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本日のながれは…

•9月定例議会の報告と質疑応答
前
半

•意見交換会
「みんなで考えよう！風水害対策」

後
半

休 憩



開会にあたってのお願い

それでは9月定例議会の
報告からスタートです。

●本日の報告会は、議会として開催しますので、

いただきます。



9月定例議会の報告



【会期】 8月31日～9月30日(31日間）

8月31日 初日（台風の影響により会期決定のみ）

9月 2日 市長による所信表明・議案審議等

9月 5～7日 一般質問

9月 8・9・12・13・14日

常任委員会・議会運営委員会

9月16・20・21・23日

決算特別委員会

9月30日 最終日（委員長報告・議案審議等）



◆市長提出議案 12件◆

第35号 有料自転車等駐輪場条例の一部改正

第36号 平成28年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号）

第37号 平成28年度介護保険事業特別会計補正予算(第1号）

第38号 平成28年度下水道事業特別会計補正予算(第１号）

第39号 平成27年度一般会計決算

第40号 平成27年度国民健康保険事業特別会計決算



第41号 平成27年度後期高齢者医療特別会計決算

第42号 平成27年度介護保険事業特別会計決算

第43号 平成27年度下水道事業特別会計決算

第44号 平成28年度一般会計補正予算(第2号）

第45号 固定資産評価審査委員会委員の選任同意

第46号 教育委員会委員の選任同意



◇新たに新秋津駅第5駐輪場を設置するため、条例を改正
する

＊第3駐輪場は一旦、全体の利用を休止し、すべて第5へ。

＊借地による駐輪場運営のリスク軽減のために地権者を増や
し、返還要求にも柔軟に対応。

第35号 有料自転車等駐輪場条例の一部改正

【理由】第3駐輪場用地の一部を返還し、縮小することに伴い、新たに
1,350台収容の第5駐輪場を設置する。



第35号 有料自転車等駐輪場条例の一部改正

全会一致で可決



◇街路灯LED化に伴う調査業務委託料

第44号 平成28年度一般会計補正予算(第2号）

9,000灯の防犯街路灯・道路照明灯が来年3月ま
でにすべてLED化されることにより、電気料金の削減
効果は年間約3,500万円が見込まれる。

◇台風9号による被害への対応

河川護岸補修工事、西武多摩湖線運休に伴う臨
時駐輪場、災害見舞金の増額など



27年度決算について（概要）

会計名 歳入 歳出 差し引き

一般会計 530億4,830万9千円 513億7,463万2千円 16億7,367万7千円

特
別
会
計

国民健康
保険事業

190億3,514万2千円 191億1,788万円 △8,273万8千円

後期高齢
者医療

33億 860万5千円 32億5,066万7千円 5,793万8千円

介護保険
事業

117億6,678万2千円 111億2,733万円 6億3,945万2千円

下水道
事業

42億 93万4千円 41億5,532万1千円 4,561万3千円



【主要な事業】

◆若者文化創造事業など 7,297万円

◇プレミアム付商品券発行事業補助金 1億4,438万円

◆地域型保育施設助成事業費 3,353万円

◇ふるさとハローワーク運営事業費 130万円

◆教育相談室運営経費 388万円

◇中央公民館管理経費 7億4,966万円

◆総合教育会議経費 9万円



27年度予算現額内訳(目的別) 27年度決算額内訳(目的別)

議会費 3億8,402万4千円

総務費 58億6,164万2千円

民生費 276億3,376万4千円

衛生費 36億3,414万 円

労働費 2,258万7千円

農林業費 8,371万7千円

商工費 1億2,526万4千円

土木費 39億7,582万8千円

消防費 17億9,700万8千円

教育費 55億3,355万6千円

公債費 39億6,976万8千円

諸支出金 2,325万2千円

予備費 3,542万7千円

歳出合計 530億7,997万7千円

議会費 3億8,249万5千円

総務費 55億9,961万7千円

民生費 266億8,031万1千円

衛生費 35億6,046万6千円

労働費 2,252万1千円

農林業費 7,551万2千円

商工費 1億1,370万7千円

土木費 37億 325万8千円

消防費 17億8,770万 円

教育費 54億5,767万8千円

公債費 39億6,886万 円

諸支出金 2,250万7千円

予備費 0円

歳出合計 513億7,463万2千円



議会費

0.74%

総務費

10.9%

民生費

51.93%

衛生費

6.93%

労働費

0.04%

農林業費

0.15%

商工費

0.22%

土木費

7.21%

消防費

3.48%

教育費

10.62%

公債費

7.73%

諸支出金

0.04%

予備費

0%

総額513億7,463万2千円

一般会計歳出内訳(目的別)

※小数点以下の処理の関係で総計が99.99％となっています



27年度決算の議決結果

一般会計と４つの特別会計
いずれも賛成多数で認定

一般会計決算に対する会派毎の賛否と主張は
市議会だより3面をご覧ください。



◆議員・委員会提出議案 3件◆

議員提出議案第7号
地方議会選挙において法定ビラの頒布を認めるための公職選挙法
の改正を求める意見書

委員会提出議案第1号
東村山市議会基本条例の一部改正

委員会提出議案第2号
東村山市議会会議規則の一部改正

いずれも全会一致で可決



◆結論を出した陳情 5件◆

28陳情第40号 萩山四季の森公園における一時集合場所
の標識等設置に関する陳情書

28陳情第41号 資源ごみ（古紙・段ボール等）の戸別回収
について

28陳情第42号 消費税率10％への引上げは再延期するの
ではなく、中止・断念して税率を現行8％か
ら5％に引下げる意見書を政府に提出する
ことを求める陳情書

全会一致で採択

賛成少数で不採択



28陳情第45号 東村山市における、バランスのとれた受動喫
煙防止対策を求める陳情

28陳情第51号 東村山市における受動喫煙防止に関する
陳情

賛成多数で採択



議会基本条例の検証を終えて

委員会提出議案第１号 議会基本条例の一部改正

委員会提出議案第２号 会議規則の一部改正

ともに、全会一致で可決



議会基本条例の検証結果

各条ごとに、取り組み状況を ５段階 に評価

Ａ‥できている、これまで通り行っていく

Ｂ‥できているが、改善が必要

Ｃ‥できていない、検討が必要

Ｄ‥できていないので、条例改正が必要

Ｅ‥その他



議会基本条例第７条 請願等の取り扱い

〈これまで〉 請願と陳情を同じに扱う

26～27年の２年間で、請願6件・陳情99件

〈課題〉 東村山市と関係のないこと、東村山市議会

の権限が及ばないことを求めているなど、多く

の陳情が出されていた

〈検証結果〉 Ｂ‥できているが、改善が必要

⇒条例を改正し、請願と陳情を区分けする



今後の取り扱い（12月1日以降）

【請願】‥これまで通りに審査する

【陳情】‥東村山市民から提出された陳情

⇒これまで通りに審査する

東村山市民以外から提出された陳情

⇒内容により、審査する・しないに分ける

※審査しないものは、陳情書を全議員に

参考配付する



第1条 目的

第2条 議会の活動原則

第3条 議員の活動原則

第4条 会派

第5条 説明責任及び市民意見の把握

第6条 会議の公開及び傍聴の促進

第7条 請願及び陳情の取扱い

第8条 広報活動の充実

第9条 市政運営の監視

第10条 政策等提案の説明要求

東村山市議会基本条例
第11条 質疑等の一問一答

第12条 文書質問

第13条 政策提案等

第14条 議員間討議

第15条 専門的知見、公聴会制度及び参考人制度の活用

第16条 議会事務局機能の強化

第17条 議会図書室

第18条 見直し手続

第19条 委任

19年度～22年度 先進議会から学ぶ

23年度～25年度 特別委員会で議論

平成26年4月1日施行 （都内で5番目）

25年12月議会で可決

第7条を改正

平成28年12月1日一部改正を施行



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。



～休 憩～

後半は意見交換会
です。



意見交換会



みんなで考えよう！
東村山市の風水害対策



市内の被害発生状況を
まとめたもの

（※防災安全課作成）





思い出してみましょう

今年8月22日

関東直撃の台風9号





・関東上陸は平成 年以来

・北海道には1週間で 個目の上陸

・1時間あたり最大雨量（8/22昼頃）
青梅市 107.5ミリ 所沢市 76.5ミリ

東村山市

・台風名：ミンドゥル
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72ミリ 観測史上最大

(たんぽぽ)



【その１】

市内ではどんなことが

起こっていたのでしょう？

※防災ガイドマップP.29・30を開いてください





①
廻田町
多摩湖町
諏訪町
野口町

※洪水ハザードマップP.41・42





前川（野口町2丁目付近）



前川（野口町1丁目付近）



前川（野口町1丁目付近）



北川（北山公園付近）



西武多摩湖線 土砂崩れによる運休



西武多摩湖線 脱線





②
富士見町
美住町

※洪水ハザードマップP.43・44





空堀川（美住町1丁目付近）



空堀川（美住町1丁目付近）



空堀川（美住町1丁目付近）



③
久米川町
秋津町
青葉町

※洪水ハザードマップP.45・46





柳瀬川（秋津町3・4丁目付近）

ふだんの柳瀬川



柳瀬川（秋津町3・4丁目付近）

あっという間に水かさが増して…



柳瀬川（秋津町3・4丁目付近）

水があふれ出しました



柳瀬川（秋津町3・4丁目付近）

床上、床下浸水の被害が発生



空堀川（青葉町2丁目付近）

普段は水が殆どない空堀川も…



空堀川（青葉町2丁目付近）

川幅いっぱいの濁流



④
本町

恩多町

※洪水ハザードマップP.47・48





道路冠水（本町4丁目付近）



道路冠水（本町2丁目付近）



⑤
栄町

萩山町

※洪水ハザードマップP.49・50





空堀川（栄町2丁目付近）

歩行者と自転車の通路が…



空堀川（栄町2丁目付近）

あふれ出た川の水で冠水



【その２】

あの日
困ったことは何でしたか？

※事前にメモを出してもらう
その場でも声をもらう



困ったことやわからないこと 解決策・改善策

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・



今後に備えて

どうしたらよいのでしょう？

小町明夫生活文教委員長



★知ってますか？防災メール
⇒登録方法

★知ってますか？防災無線

★土のうの要請について

★ふだんの備えこそ



東京防災
東村山

防災ガイドマップ

いつでも手に取れる場所に
この2冊を！



早め早めの対応を！



これからの東村山市議会
12月定例議会
11月29日（火）～12月19日（月）

※12月定例議会最終日に付託の請願・陳情の提出は、12月12日が締め切りです。

11月29日 初日（市長による所信表明・議案審議等）

11月30日

12月1・2日

12月6~9・12日 常任委員会・議会運営委員会

12月19日 最終日（委員長報告・議案審議等）

一般質問



閉会あいさつ



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


