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◆開催時間 

午後６時３０分～８時３０分（午後６時受付開始） 

 

◆開催日程 

日程 地区 会場 

１０月２３日（木） 岩根小学校区 岩根地区公民館（和室） 

 

１０月３０日（木） 

糠沢小学校区 白沢公民館糠沢分館（和室） 

和田小学校区 白沢公民館和田分館（和室） 

白岩小学校区 白沢公民館長屋分館（和室） 

 

１１月 ５日（水） 

本宮小学校区 高木地区公民館（和室） 

まゆみ小学校区 えぽか（中会議室） 

五百川小学校区 青田農構センター（和室） 

どちらの会場へも参加できます。 

ご都合のよい会場へお越しください。 

 

◆開催地区と出席議員 

地区 出席議員 

岩根小学校区 ・次藤 栄 ・根本七太 ・渡辺善元 ・伊藤隆一  

・矢島義謙 ・国分民雄 ・國分義之 

糠沢小学校区 ・橋本善壽 ・後藤省一 ・佐々木広文 ・遠藤孝夫 

・国分民雄 ・國分義之 

和田小学校区 ・三瓶裕司 ・円谷長作 ・根本七太 ・山本 勤 

・渡辺秀雄 ・川名正勝 ・渡辺忠夫 

白岩小学校区 ・菊田広嗣 ・菅野健治 ・渡辺善元 ・川名順子 

・渡辺由紀雄 ・国分勝広 ・作田 博 

本宮小学校区 ・菅野健治 ・次藤 栄 ・佐々木広文 ・伊藤隆一 

・矢島義謙 ・作田 博 

まゆみ小学校区 ・菊田広嗣 ・三瓶裕司 ・後藤省一 ・円谷長作 

・山本 勤 ・川名正勝 ・国分勝広 

五百川小学校区 ・橋本善壽 ・渡辺秀雄 ・川名順子 ・遠藤孝夫 

・渡辺由紀雄 ・渡辺忠夫 

 



- 2 - 

 

目次 

 

 

◇市議会の構成             ・・・・・ ３ページ 

 

◇報告１ 定例会・臨時会の審議の概要  ・・・・・ ４ページ 

 

◇報告２ 会派制と政務活動費      ・・・・・ ８ページ 

 

◇意見交換               ・・・・・ １０ページ 

（１）「定住人口増加への取り組みについて」 

（２）「地域の助け合い（共助）について ～これからの地域のあり方～」 

（３）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

市議会の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会制度により、専門的・効率的な

審査が行えるよう設置されている。 

・予算や財産に関すること 

・行政経営や総合計画に関すること 

・教育に関すること 

 

 

 

全議員が議場に集まり、議案などを審査

の上、議会の最終意思を決定する最も重

要な会議。 

また市政に対する一般質問も行われる。 

本会議 

 

議会会期日程等の議会運営に

関する事項、議長の諮問に関す

る事項を決定する会議。 

議会運営委員会（８人） 

常任委員会 

総務文教常任委員会（５人） 

特別委員会 

必要な場合に、議会の議決により設

置される。 

・税金に関すること 

・福祉や保健衛生に関すること 

・環境や清掃、防災に関すること 

生活福祉常任委員会（６人） 

産業商工常任委員会（５人） 

・商工業や農林業に関すること 

・観光や特産品に関すること 

・企業誘致や労働に関すること 

建設水道常任委員会（６人） 

・都市計画や都市景観に関すること 

・道路や河川、公園に関すること 

・建築・住宅や水道に関すること 

議会広報特別委員会（８人） 

・議会広報に関すること 

議会活性化検討特別委員会（10人） 

・議会活性化に関すること 

・意見交換会に関すること 

本宮駅周辺整備検討特別委員会 

（22人） 

・本宮駅周辺の整備に関すること 
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定例会・臨時会の審議の概要 

 

３月定例会 （３月３日～１９日） 

3月 3日（月） 会期の決定、委員長報告、議案上程、提案理由説明、陳情の委員会付託 

3月 4日（火） 議案調査のため休会 

3月 5日（水） 議案調査のため休会 

3月 6日（木） 一般質問 

3月 7日（金） 一般質問 

3月 8日（土） 休会 

3月 9日（日） 休会 

3月 10日（月） 一般質問、議案質疑、予算審査特別委員会の設置、 

議案の委員会付託、委員会付託案件を除く議案の討論・採決 

3月 11日（火） 常任委員会 

3月 12日（水） 予算審査特別委員会 

3月 13日（木） 予算審査特別委員会 

3月 14日（金） 予算審査特別委員会 

3月 15日（土） 休会 

3月 16日（日） 休会 

3月 17日（月） 予算審査特別委員会 

3月 18日（火） 事務整理のため休会 

3月 19日（水） 委員長報告、質疑、討論、採決 

 

 

◆概要 

３月定例会では、条例の制定や各種会計予算など 37議案と報告 1件が提出され、全て

原案どおり可決されました。また陳情２件が提出され、「要支援者への予防給付を市町村事

業とすること等についての意見書提出に関する陳情書」については採択され、「自治会活動

に停年制を導入し且つ活動の免除措置を市条例を以て制定することを求める陳情書」につ

いては委員会審査の結果、不採択と決定しました。 

この定例会では、平成 26年度の各種会計の予算が上程され、予算審査特別委員会を設置

し、４日間にわたって集中審議を行い、議案第 23号「平成 26年度本宮市一般会計予算」

については、3月 19日の本会議で修正案が提出されましたが、討論を行った結果、賛成多

数で原案どおり可決されました。 

また議員発議第５号「本宮駅周辺整備検討特別委員会の設置について」が可決され、特
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別委員会を設置することとなりました。 

このほかに、本宮第一中学校北校舎と五百川小学校東校舎の耐震補強を前倒しで進める

ための工事費や、昨年の集中豪雨により被災した道路や公共施設等の復旧工事費などを計

上した一般会計補正予算が可決されました。 

 

◆一般質問 

 ３月定例会の一般質問では 14人の議員が登壇し、除雪対策、道路・水路整備、本宮駅周

辺整備、平成２６年度の予算編成方針などについて質問を行いました。 

 

５月臨時会 （５月９日） 

５月臨時会では、専決処分の承認や本宮第一中学校北校舎耐震補強改修工事請負契約に

ついてなど３議案を承認・可決しました。 

 

６月定例会 （６月１０日～１９日） 

6月 10日（火） 会期の決定、委員長報告、議案上程、提案理由説明、請願の委員会付託 

6月 11日（水） 議案調査のため休会 

6月 12日（木） 一般質問 

6月 13日（金） 一般質問 

6月 14日（土） 休会 

6月 15日（日） 休会 

6月 16日（月） 議案質疑、議案の委員会付託、総務文教・産業商工常任委員会 

6月 17日（火） 生活福祉・建設水道常任委員会 

6月 18日（水） 事務整理のため休会 

6月 19日（木） 委員長報告、質疑、討論、採決 

 

◆概要 

６月定例会では、条例の制定や各種会計補正予算など１９議案と報告５件が提出され、

すべて原案どおり可決されました。また、請願１件「手話言語法制定を求める意見書の提

出を求める請願書」が提出され、審査の結果、採択と決定しました。 

この定例会では、議案第 42号「本宮市税条例等の一部を改正する条例制定について」及

び議案第 43号「本宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」の２件に

ついて討論が行われ、賛成多数で可決されました。 

このほかに、豪雪により損壊したパイプハウス等の農業施設の復旧及び撤去などに支援

を行う経費や糠沢・和田・白岩地区の小学校や幼稚園の遊具を更新するための経費などを

計上した一般会計補正予算が可決されました。 
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◆一般質問 

 6月定例会の一般質問では１０人の議員が登壇し、教育問題、市のＩＴ環境、市民の安心・

安全対策などについて質問を行いました。 

 

９月定例会 （９月２日～１９日） 

9月 2日（火） 会期の決定、委員長報告、議案上程、提案理由説明、陳情の委員会付託 

9月 3日（水） 議案調査のため休会 

9月 4日（木） 議案調査のため休会 

9月 5日（金） 一般質問 

9月 6日（土） 休会 

9月 7日（日） 休会 

9月 8日（月） 一般質問 

9月 9日（火） 一般質問、議案質疑、決算審査特別委員会の設置、議案の委員会付託 

9月 10日（水） 総務文教・生活福祉常任委員会 

9月 11日（木） 産業商工・建設水道常任委員会 

9月 12日（金） 決算審査特別委員会 

9月 13日（土） 休会 

9月 14日（日） 休会 

9月 15日（月） 休会（祝日） 

9月 16日（火） 決算審査特別委員会 

9月 17日（水） 決算審査特別委員会 

9月 18日（木） 事務整理のため休会 

9月 19日（金） 委員長報告、質疑、討論、採決 

 

◆概要 

９月定例会では、条例の制定や各種会計補正予算など 30議案と報告４件が提出され、す

べて原案通り可決されました。また陳情２件「農業委員会、企業の農地所有、農協改革な

ど、「農業改革」に関する陳情書」及び「政府による緊急の過剰米処理を求める陳情書」が

提出され、審査の結果、採択と決定しました。 

この定例会では、平成２５年度の各種会計の決算認定が上程され、決算審査特別委員会

を設置し、3日間にわたって集中審議を行い、全ての会計決算を原案のとおり全会一致で可

決しました。 

さらにこの定例会では、議案第５６号「専決処分の承認を求めることについて」、議案第

５７号「本宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例制定」、議案第５８号「本宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例制定」、議案第７１号「平成２６年度本宮市一般会計補正予算」、議案第７２号「平成
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２６年度本宮市国民健康保険特別会計補正予算」、議案第７３号「平成２６年度本宮市後期

高齢者医療特別会計補正予算」、議案第７４号「平成２６年度本宮市介護保険特別会計補正

予算」について討論が行われ、賛成多数で可決されました。 

このほかに、仮置き場設置のための費用や、復興公営住宅整備を行うための予算を計上

した一般会計補正予算が可決されました。 

 

◆一般質問 

 9月定例会では１４人の議員が登壇し３日間にわたり一般質問が行われました。今回の一

般質問では、産業の振興、ふるさと納税制度、定住促進、復興公営住宅、市政執行などに

ついての質問を行いました。 
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会派制と政務活動費 

会派 

会派とは、議会内で同じ政策を持つ議員の集団であり、本市議会では会派制による議会

運営を行っています。 

 

会派の名称 所属議員 

みらい創和会 ◎川名正勝 ・国分民雄 ・渡辺善元 ・円谷長作 ・佐々木広文  

・渡辺由紀雄 ・次藤 栄 

新風会 ◎遠藤孝夫 ・川名順子 ・山本 勤 ・三瓶裕司 ・菅野健治 ・國分義之 

市民の会 ◎矢島義謙 ・国分勝広 ・伊藤隆一 ・渡辺秀雄 ・後藤省一 ・菊田広嗣 

日本共産党 ◎渡辺忠夫 

          ※◎は会派代表者です。 

会派に属さない議員 ・橋本善壽 ・根本七太 ・作田 博 

政務活動費 

政務活動費とは、地方自治法第１００条第１４項、１５項及び１６項の規定に基づき、

議員の調査研究活動に必要な経費の一部を助成するものです。 

 本市では、平成２５年３月２１日に「本宮市議会政務活動費の交付等に関する条例」を

定めて、平成２５年４月から会派と議員個人に対して、議員 1 人あたり月額１万円、年額

１２万円の交付を受けられるようになりました。 

本市議会では、政務活動費を適正に執行するよう「本宮市議会政務活動費の取扱いに関

する要綱」を定め、使途基準を更に明確にしています。 

平成 25年度の政務活動費の使途は次のとおりです。 

 

会派または議員名 みらい創和会 新風会 国分勝広 作田 博 

収入 840,000円 720,000円 120,000円 120,000円 

調査研究費（ａ） 296,545円 72,200円 0円 0円 

研修費（ｂ） 0円 411,095円 71,000円 36,390円 

広報費（ｃ） 372,935円 200,000円 26,769円 0円 

要請・陳情活動費（ｄ） 170,520円 0円 0円 17,010円 

資料購入費（ｅ） 0円 36,705円 6,145円 18,755円 

支出合計（ａ～ｅの合計） 840,000円 720,000円 103,914円 72,155円 

差引残金（収入―支出合計） 0円 0円 16,086円 47,845円 

※差引残金は市の一般会計に返還しています。 
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◆平成２６年度の交付状況 

会派または議員名 人数 交 付 金 額  

みらい創和会 ７人 ８４０，０００円 

新  風  会 ６人 ７２０，０００円 

国 分 勝 広  １人 １２０，０００円 

作 田  博  １人 １２０，０００円 

 

◆使途について 

○政務活動費を充てることができるもの 

１ 調査研究費 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 

２ 研 修 費 
研修会を開催するために必要な経費、他の団体等が開催する研修会の

参加に要する経費 

３ 広 報 費 議会活動、市政について市民に報告するために要する経費 

４ 広 聴 費 
市民からの市政及び議員活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等

の活動に要する経費 

５ 
要請・陳情 

活動費 
要請、陳情活動を行うために必要な経費 

６ 会 議 費 
各種会議、他の団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要

する経費 

７ 資料作成費 活動に必要な資料の作成に要する経費 

８ 資料購入費 活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 

○政務活動費を充てることができないもの 

・飲食費 ・政党の活動に関する経費 ・慶弔、見舞等の交際的な経費  

・選挙活動経費 ・私有車の維持費 ・調査研究とは関連の薄い経費 
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（メモ） 

（メモ） 

意見交換 

 

（１）「定住人口増加への取り組みについて」 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

（２）「地域の助け合い（共助）について ～これからの地域のあり方～」 
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（メモ） 

（３）その他（市または議会についてなんでも） 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               


