
市民に開かれた議会へ

議 会 報 告 会

平成29年2月3日（金）4日(土）

• 議長あいさつ
• 議員紹介
• ようこそ！議会報告会へ
• 12月定例議会の報告
• ご質問＆ご意見
• 休憩
• 意見交換会
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開会あいさつ
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議 員 紹 介

3



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
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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

5



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
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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
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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
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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）
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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
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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
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改革前

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）

国

東京都

東村山市

上
下
・
主
従
関
係

国
東
京
都

東
村
山
市

2000年
地方分権
一括法の
施行

対等・協力関係
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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
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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。
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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
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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

25年12月議会で可決

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）

平成28年12月１日
から改正
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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！ 18



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

@hm_city_gikai

議会事務局
電話 042-393-5111(代表）

メール gikai@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp

市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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議会中継はこちらから！
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【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！
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◇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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議会改革白書2015
◆議会基本条例に伴う運用及び規則整備の重要性

23

議会改革白書2016
◆議会基本条例10年「市民に開かれた議会へ」
◆「議会報告会」にみる成果と課題



24

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」で先進事例として取り上げられる。
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本日のながれは…

•12月定例議会の報告と質疑応答
前
半

•意見交換会

「議員と話そうあんなコトこんなコト」

後
半

休 憩
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開会にあたってのお願い

それでは12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。
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12月定例議会の報告
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11月29日 〈初日・本会議〉
所信表明／議案審議等

11月30日～12月2日 〈一般質問〉

12月6日～9日 〈4つの常任委員会〉

12月19日 〈最終日・本会議〉
委員長報告／議案審議等

【会期】 11月29日～12月19日(21日間）
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議案・請願等の審議について

１．市長提出議案17件
①初日の本会議で即決 4件
②各委員会へ付託して審査 13件

２．議員提出議案 1件

３．請願・陳情 1件
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第47号 寄附金基金条例の制定

第48号 職員の給与に関する条例の一部改正

第49号 市税条例等の一部改正

第50号 小口事業資金融資条例の一部改正

第51号 農業委員会委員定数条例の制定

第52号 有料自転車等駐輪場条例の一部改正

◆市長提出議案 17件◆
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第53号 国民健康保険税条例の一部改正

第54号 廃棄物の処理及び再利用の促進に関する

条例の一部改正

第55号 清瀬市の公共下水道を東村山市の住民

に利用させること及び関連事務の委託

第56号 子育て総合支援センターの指定管理者の

指定

第57号 市民スポーツセンターの指定管理者の指定
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第58号 道路線（本町二丁目地内）の廃止

第59号 道路線（本町二丁目地内）の認定

第60号 道路線（多摩湖町一丁目地内）の廃止

第61号 道路線（久米川町五丁目地内）の廃止

第62号 道路線（秋津町一丁目地内）の認定

第63号 教育委員会委員の選任についての同意
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指定管理者の指定

指定管理者の指定とは
公共施設の管理運営を民間事業者やＮＰＯ法人、ボラ
ンティア団体などに任せる制度で、指定にあたっては、指定

管理者となる団体、期間等を議会で議決する必要があり

ます。

現在、指定管理者制度で運営している施設
・ふれあいセンター５館 ・有料自転車等駐輪場

・東村山駅西口公益施設（サンパルネ）・社会福祉センター

・子育て総合支援センター（ころころの森）・市民スポーツセンター
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子育て総合支援センター
(ころころの森)

【指定管理者】

東村山市子どもNPOユニット

【指定期間】

29年4月1日から34年3月31日までの5年間

【審議ポイント】
・選定した主な理由は

・応募が一団体であったのはなぜか

・指定管理者制度で行ってきた実績と課題は何か

・どのような自主事業が提案されたのか

・この事業に指定管理者制度はなじまないのでは

議案第56号

賛成多数で可決 35



市民スポーツセンター

【指定管理者】

東京ドームグループ

【指定期間】

29年4月1日から34年3月31日までの5年間

【審議ポイント】

・選定にあたり重視した点は何か

・サンパルネと同じ指定管理者であることの効果は

・指定管理者制度で行ってきた成果と実績は何か

・新たな事業提案はあったのか

議案第57号

賛成多数で可決 36



教育委員会委員の選任

【新委員】

佐々木洋子氏

【任期】

平成28年12月11日から平成32年12月10日までの４年間

議案第63号

よ う こ

賛成多数で同意
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寄附金基金条例の制定

議案第47号

【審議ポイント】

【内容】

寄附金を管理し、市政伸展に必要な資金に充てる基金
を創設するため、新たに条例を制定する。

・現在の取扱い方法は明確ではないのか

・寄附金の用途を条例に明記する必要があるのでは

・寄附金を活用する事業をどのように検討するのか

38



がんばれ東村山寄附

寄附の使い道について

1.トウキョウダルマガエルや希少動植物などがす

む水辺環境と緑の保全のために

2.国立療養所多磨全生園の豊かな緑と史跡を

「人権の森」として守り育てるために

3.国宝正福寺地蔵堂や下宅部遺跡などの歴史遺

産・伝統文化の保護・振興のために

4.だれもがいきいきとした暮らしができる福祉の充

実のために

5.「子育てするなら東村山」推進のために

6.魅力あるにぎやかな産業・観光振興のために

7.青少年を健全に育成する教育の充実のために

8.大好きな東村山を応援するために（その他）

返礼品
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小口事業資金融資条例の一部改正

議案第50号

全会一致で可決

【内容】

創業支援事業計画を推進するため、特定創業支援の

認定者を対象にした特定創業資金を設け、あわせて、

融資要件を見直すため、条例を改正する。

【審議ポイント】

・どのような効果が見込まれるのか

・起業後のフォローはどのようなものか

・年間の申請件数はどの位を想定しているのか
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ホームドアの設置と「内方線付き点状ブロック」の整備促進
を求める意見書

◆議員提出議案 １件◆

全会一致で可決

議員提出議案第８号
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国連の日本政府に対する勧告を踏まえ、沖縄の辺野古、

高江の米軍基地建設の中止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

28陳情第52号
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政策総務委員会の視察

【期日】

10月27日～28日

【視察先とテーマ】

愛知県新城市

「若者政策について」

大阪府吹田市

「公会計情報、固定資産情報を

活用した公共施設等総合管理

計画の推進について」
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厚生委員会の視察

【期日】

10月27日～28日

【視察先とテーマ】

大阪府大阪市西淀川区

「ＮＰＯ法人西淀川子どもセンターについて」

岡山県総社市

「障がい者千人雇用について」
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生活文教委員会の視察

【期日】
10月27日～28日

【視察先とテーマ】
広島県広島市
「学校における平和教育及び
広島平和記念資料館の取り組みについて」

大阪府池田市
「発達支援について」
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都市整備委員会の視察

【期日】

11月1日

【視察先とテーマ】

武蔵野市武蔵境駅及び練馬区石神井公園駅

「駅前の整備状況及び高架下の利用について」
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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

後半は意見交換会
です。
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政策総務委員会へ

【テーマ】

市の総合計画や行財政改革のこと ／ 財政や契約のこと

公共施設の将来のこと ／ 市役所の人事や組織のこと

広報や広聴のこと ／ 公有財産の管理のこと

選挙管理委員会 ／ 監査委員 等

※議会についても、今日はコチラへ！
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厚生委員会へ

【テーマ】

介護のこと ／ 高齢者福祉のこと ／ 医療のこと

障害者福祉のこと ／ 保育園や子育て支援のこと

児童福祉のこと ／ 生活保護のこと 等
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都市整備委員会へ

【テーマ】

ごみの処理や清掃のこと ／ 道路のこと

都市計画のこと ／ 緑の保護や公園のこと

河川の整備のこと ／ 下水道のこと 等
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生活文教委員会へ

【テーマ】

学校教育のこと ／ 生涯学習のこと

市税のこと ／ 商工農のこと ／

防災のこと ／ 防犯のこと ／ 交通安全のこと

スポーツのこと ／市民相談のこと 等
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～休憩中～
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意見交換会
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議員と話そう！
あんなこと、こんなこと

55



すすめかた

ひと言自己紹介（お名前とお住まいの町）
＆こんなことを話したいor聞きたい

（付箋紙に書いて貼ってください）

グループの皆さんと対話の時間

5分でね

今度は20分

グループ替えてもう一度
56



今日のルール

自分だけ話さない。

頭から否定しない。

楽しい雰囲気を大切にしましょう。

それではスタート！
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２月23日 初日（市長による施政方針説明・議案審議等）

２月28日 代表質問

3月1~3日 一般質問

3月7~10・13日 常任委員会・議会運営委員会

3月15・16日

21・22日

３月28日 最終日（委員長報告・議案審議等）

予算特別委員会

3月定例議会の予定

2月23日（木）～3月28日（火）
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請願（陳情）の受け付けについて

３月定例会で取り扱う請願（陳情）の受け付けは、
平成29年2月9日（木）午後5時をもって終了しま
す。

なお、これ以降に受け付けます請願（陳情）は、6月
定例会での取り扱いとなります。

【お知らせ】
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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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