
   平成１７年度 議会運営委員会行政視察報告書 

                                   平成１８年４月２５日 

１．日  程  平成１８年２月１５日～１７日 

２．視 察 先      神奈川県伊勢原市 人口100,661 人（平16.10.1 現在） 

        静岡県 島田市  人口98,594人（平17.5.31 現在） 

３．視察事項  議会運営全般について 

４．視 察 者       一行  ８名 

        委員 樋口 浩二委員長  山田 義栄副委員長  安田 憲喜委員 

           安中  弘委員  茂岡明与司委員  星野 昭吾委員  今井 詔一委員

        随行 石井 信一議会事務局次長 

 

神奈川県伊勢原市 

 

【都市形態】 

 神奈川県のほぼ中央部に位置し、市の北東を厚木市、南を平塚市、西を秦野市に接している。 

 市域の約３５％が山林で、丹沢大山国定公園の一角をなす大山（標高１，２５１ｍ）を頂点とする

丘陵が東南に広がり、東部に平野が開けている。大山山系を源とする鈴川、善波川、日向川、歌川及

び渋田川が流れ、かんがい用水としても利用され、清流が大地を潤している。 

 東京へは５０㎞、横浜へは４５㎞の位置にあり、新宿へ小田急線で約６０分、横浜は相鉄線で５０

分の距離にある。首都圏近郊にあって、恵まれた自然環境と温暖な気候から県下はもとより、関東の

人々の憩いの地となっている。 

 

○一般会計予算の状況（平成１７年度当初予算） 

    ◎歳入合計      26,314,000 千円      構成比  （ 加茂市 ）       

      うち市   税  14,380,981 千円       54.7 ％ （ 21.3 ％） 

        地方交付税    116,344 千円        0.4 ％ （ 30.1 ％） 

        国庫支出金  2,366,526 千円       9.0 ％ （ 4.1 ％） 

        市   債  2,091,800 千円        8.0 ％ （  5.6 ％） 

    ◎議会費        272,657 千円       1.0 ％ （ 1.2 ％） 

 

○議員定数   法定数 ３０人  条例数 ２４人  現員数 ２２人 

○会  派   清風会 ６人 市政同志会 ５人 日本共産党伊勢原市会議員団 ３人 

        新政会 ２人 公明党いせはら ２人 神奈川ネットワーク運動・伊勢原 ２人 

        社会民主党 １人 いせはら２１ １人 

○委員会構成 

 ・常任委員会 

   総務 ６人  生活経済 ５人  文教福祉 ６人  都市建設 ５人 

 ・議会運営委員会 ８人 

○事務局構成  定数 ９人  現員 ８人 

○一般質問 



 ・会派代表制 なし 

 ・通 告 制 有 

 ・通告の期限 ３月定例会  招集告示日の翌々日 正午まで 

        ６月、９月、１２月定例会  招集告示日の翌日 午後３時まで 

 ・時間の制限 質問、答弁を含め１人６０分以内 

 ・回数の制限 同一議題について、３回を超えることができない。ただし、議長の許可を得たとき

        はこの限りでない。平成１７年６月定例会から、ただし書きの規定を適用し、回数

        制限を設けずに行っている。（試行） 

 ・発 言 順 序      通告受理順 

 ・１７年中一般質問者 ６９人 

○予算の審議方法 

 ・一般会計 歳入、歳出とも所管の常任委員会に分割付託 

 ・特別会計 各常任委員会に付託 

○決算の審議方法 

 予算と同じ 

○一般会計決算の提出時期 １０月臨時会  認定時期 １２月定例会 

○委員長報告 

 事務局担当職員が案文を作成→正副委員長が確認 質疑、答弁、意見書等の審査の結果 

○定例会会期中の常任委員会への説明員の出席範囲 

 ・助役、担当部課長 ・必要に応じてその他の職員が出席する。 

○行政視察旅費 

 ・常任委員会及び議会運営委員会  １人当たり ６万円 

○政務調査費 

 ・議員１人当たり月額２万円（年額２４万円） 

○費用弁償  本会議、委員会、協議会  なし 

○定例会会議日程 

  本会議（１日間） 

       開会 

       議案上程 

  ↓ 提案説明 

  本会議（１日間） 

  ↓ 質疑、討論、採決（一部委員会負託） 

  各委員会（１～２日間） 

  ↓ １日２委員会 

  本会議（３日間） 

  ↓ 一般質問 

  本会議（１日間） 

    委員長報告 

    質疑、討論、採決 

    閉会 



○特色ある議会運営 

 議会活性化研究会の設置 

  議会の情報提供や議会運営、議会だよりの見直しなど、担当の委員会などで個別に検討してきた

  が、議会全般のあり方を広く見直すため、平成１６年１０月に「議会活性化研究会」を設置し、

  協議・検討を行っている。 

 

静岡県島田市 

 

【都市形態】 

 静岡県のほぼ中央、大井川の下流域に位置している。市の中央部には、川幅約１㎞の大井川が流れ

市域を二分している。地勢的には概して南北に長く、北部は山地が多く、南部は大井川によって形成

された扇状地及び牧之原台地からなっている。 

 市域内には東海道本線をはじめ、国道１号、国道４７３号、東名高速道路が通過しているだけでな

く、第二東名自動車道、静岡空港等の大規模プロジェクトが進行していることから、空と陸の交通ア

クセスが大幅に向上することが期待され、国内はもとより海外へつながる交通の拠点として注目され

ている。 

 

○一般会計予算の状況（平成１７年度当初予算） 

    ◎歳入合計      31,344,000 千円      構成比   （ 加茂市 ）       

      うち市   税  12,226,681 千円       39.0 ％ （ 21.3 ％） 

        地方交付税  2,663,425 千円        8.5 ％ （ 30.1 ％） 

        国庫支出金  3,534,945 千円       11.3 ％ （ 4.1 ％） 

        市   債  3,725,300 千円       11.9 ％ （  5.6 ％） 

    ◎議会費         274,593 千円        0.9 ％ （ 1.2 ％） 

 

○議員定数  法定数 ３０人  条例数 ２７人   現員数 ２７人 

○会  派  新生しまだ ７人  政研２１ ８人  金谷緑風会 ４人 

       志士の会 ２人  公明党 ２人  共産党 ２人  無会派 ２人 

○委員会構成 

 ・常任委員会 

   総務教育 ９人  民生病院 ９人  経済建設 ９人 

 ・議会運営委員会 ９人 

 ・特別委員会 

   島田金谷かけ橋、交通体系調査 １２人  静岡空港、第２東名等による活性化対策 ７人 

   お茶がんばる対策 ８人  開かれた議会調査 ８人 

○事務局構成  定数 ８人  現員 ７人 

○一般質問 

 ・会派代表制 有（２月定例会のみ） 

 ・通 告 制 有 

 ・通告の期限 定例会初日の午前９時 



 ・時間の制限 代表４０分、個人３０分 

 ・回数の制限 ３回以内 

 ・発 言 順 序      抽選 

 ・１６年度中一般質問者 ５５人 

○予算の審議方法 

 ・一般会計 歳入・歳出とも各常任委員会に付託 

 ・特別会計、企業会計 各常任委員会に付託 

○決算の審議方法 

 予算と同じ 

○一般会計決算の提出時期 ９月 認定時期 ９月 

○委員長報告 

  事務局担当書記が作成（委員長後閲） 審査の経過、結果 

○定例会会期中の常任委員会への説明員の出席範囲 

  部長及び課長 

○行政視察旅費 

 ・常任委員会、議会運営委員会、特別委員会とも  １０万円 

○政務調査費 

 ・会派へ１人当り、年３０万円 

○費用弁償  本会議、委員会出席に対して 日額１，３００円  片道７㎞以上５００円加算 

○定例会会議日程 

  本会議 

        会議録署名議員の指名、諸般の報告、会期の決定、閉会中の各常任委員会の審査・調査報告 

   ↓議案上程、説明、質疑、委員会付託 

  常任委員会 

   ↓付託議案審査（補正予算等） 

  本会議 

        初日上程分    委員長報告→質疑→討論→採決 

   ↓当初予算及び関係議案上程、説明 

  本会議 

     一般質問【代表質問】 

        一般質問【個人質問】 

   ↓議案質疑 

  常任委員会 

   ↓付託議案審査 

  本会議 

   ↓委員長報告→質疑→討論→採決、意見書、議員派遣、議会閉会中の継続審査・調査（議決）

○特色ある議会運営 

  本会議の質問は対面式で行っている。（１回目は登壇） 

 


